
第40回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 71 女子    4x50m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:46.72
１１～１２歳        大会記録  1:57.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1390 花木　愛海 ﾊﾅｷ ｱｲﾐ 小6
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1388 河合　美紗 ｶﾜｲ ﾐｻ 小6

1389 内藤　夏空 ﾅｲﾄｳ ﾅﾂﾈ 小6
1391 長谷川朱里 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾘ 小5

4 イ ト マ ン 2634 若宮由莉奈 ﾜｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ 小6
ｲﾄﾏﾝ 学童 2637 寺﨑　万凛 ﾃﾗｻｷ ﾏﾘﾝ 小5

2635 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 小6
2633 金星　知優 ｶﾅﾎﾞｼ ﾁﾋﾛ 小6

5 スウィン前橋 364 中島このみ ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ 小6
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 366 荻野　萌子 ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ 小6

365 橋本さくら ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 小6
367 武井　　優 ﾀｹｲ ﾕｳ 小6

6

7

8
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東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 71 女子    4x50m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:46.72
１１～１２歳        大会記録  1:57.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 周南ＳＣ 3162 弘中　花音 ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ 小6

ｼｭｳﾅﾝSC 学童 3165 國久　栞奈 ｸﾆﾋｻ ｶﾝﾅ 小5
3161 煙草谷さくら ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ 小6
3163 冨永　亜海 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾐ 小6

2 コナミ西宮 2928 木村　陽香 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 小5
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 学童 2926 松本　悠里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 小6

2929 小林　優希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 小5
2927 浅尾萌々香 ｱｻｵ ﾓﾓｶ 小6

3 ｽｳｨﾝ南越谷 662 菊井　心菜 ｷｸｲ ｺｺﾅ 小6
SWﾅﾝｺｼ 学童 659 中村　光来 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 小6

663 別所　花菜 ﾍﾞｯｼｮ ﾊﾅ 小5
661 髙橋　　華 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 小6

4 コナミ青葉台 1621 梅本　結奈 ｳﾒﾓﾄ ﾕﾅ 小6
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1622 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 小6

1623 村田　瑠奈 ﾑﾗﾀ ﾙﾅ 小6
1624 鈴木　　遙 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 小6

5 コナミ伏見 2462 宮崎　未優 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾕｳ 小6
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2460 山﨑　江花 ﾔﾏｻｷ ｺﾊﾅ 小6

2463 吉岡　咲和 ﾖｼｵｶ ｻﾜ 小5
2461 立原　美波 ﾀﾃﾊﾗ ﾐﾅﾐ 小6

6 NECGSC玉川 1494 兒玉　幸乃 ｺﾀﾞﾏ ﾕｷﾉ 小6
NECGSC T 学童 1497 小畠優々美 ｵﾊﾞﾀｹ ﾕﾕﾐ 小6

1498 大橋　一菜 ｵｵﾊｼ ﾋﾅ 小5
1496 永池　　叶 ﾅｶﾞｲｹ ｶﾅｳ 小6

7 枚方ＳＳ 2779 濱　　千織 ﾊﾏ ﾁｵﾘ 小6
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2782 下田平朋子 ｼﾓﾀﾞﾋﾗ ﾄﾓｺ 小6

2780 谷村　帆夏 ﾀﾆﾑﾗ ﾎﾅﾂ 小6
2778 山﨑　愛莉 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾘ 小6

8 ATSC.YW 1739 尾崎　　遙 ｵｻﾞｷ ﾊﾙｶ 小6
ATSC.YW 学童 1741 鈴木　莉緒 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 小6

1738 石丸　　紡 ｲｼﾏﾙ ﾂﾑｷﾞ 小6
1742 庄司　茉白 ｼｮｳｼﾞ ﾏｼﾛ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 藤村ＳＳ 1118 加藤　結音 ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 小5

ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1117 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 小6
1119 鈴木　伽望 ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 小5
1116 松井　亜美 ﾏﾂｲ ｱﾐ 小6

2 Aq･Sp 2977 樋口　実紅 ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ 小6
Aq･Sp 学童 2978 阿部　　悠 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 小6

2975 板谷　紗瑛 ｲﾀﾀﾆ ｻｴ 小6
2976 坂口理彩子 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ 小6

3 坂出伊藤ＳＳ 3210 吉田　　恵 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 小6
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 学童 3208 金丸　　葵 ｶﾅﾏﾙ ｱｵｲ 小6

3212 大林　妃亜 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｱ 小6
3211 西川　　葵 ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ 小6

4 金町ＳＣ 棄権
ｶﾅﾏﾁSC

5 ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬 991 澤　　響花 ｻﾜ ｷｮｳｶ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙｷﾖｾ 学童 988 井ノ口莉那 ｲﾉｸﾁ ﾘﾅ 小6

990 福島　可織 ﾌｸｼﾏ ｶｵﾘ 小6
989 髙﨑　優奈 ﾀｶｻｷ ﾕｳﾅ 小6

6 神奈中秦野 1584 髙橋彩桜花 ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 小6
ｶﾅﾁｭｳSSH 1583 牧嶋　菜波 ﾏｷｼﾏ ﾅﾅﾐ 小6

1582 青木　愛桜 ｱｵｷ ﾏｵ 中1
1585 田中　　桜 ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 小5

7 イトマン守口 2689 鯉沼　芙朱 ｺｲﾇﾏ ﾌﾐ 小6
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 学童 2688 内山　澄玲 ｳﾁﾔﾏ ｽﾐﾚ 小6

2691 天野　澄珠 ｱﾏﾉ ｽｽﾞ 小6
2690 山口　桜紗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｼｬ 小6

8 コナミ西葛西 1146 正木つかさ ﾏｻｷ ﾂｶｻ 小5
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1144 堀　　晶那 ﾎﾘ ｱｷﾅ 小6

1143 西村まどか ﾆｼﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 小6
1145 向井　咲愛 ﾑｶｲ ｻｴ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 スウィン高崎 355 鎌田　乙寧 ｶﾏﾀ ｵﾄﾈ 小5

SWﾀｶｻｷ 学童 357 松村優里奈 ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘﾅ 小5
354 松岡　汐里 ﾏﾂｵｶ ｼｵﾘ 小6
356 鎌田　真綾 ｶﾏﾀ ﾏｱﾔ 小5

2 ﾒｶﾞﾛｽ八王子 1271 千葉　瑠華 ﾁﾊﾞ ﾙﾙｶ 小6
ﾒｶﾞﾛｽﾊﾁ 1270 坂倉　花南 ｻｶｸﾗ ｶﾅﾐ 小6

1272 鈴木　理彩 ｽｽﾞｷ ﾘｻ 小6
1269 長田　桜空 ﾅｶﾞﾀ ｻﾗ 中1

3 Nagatsuta.SC 1683 小貫あかり ｵﾇｷ ｱｶﾘ 小6
ﾅｶﾞﾂﾀSC 学童 1684 岩永　愛加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏﾅｶ 小6

1681 鈴木　琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 小6
1682 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 小6

4 東京ＳＣ 1073 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1069 上田　美波 ｳｴﾀﾞ ﾐﾅﾐ 小6

1067 初谷　紗奈 ﾊﾂｶﾞｲ ｻﾅ 小6
1070 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 小6

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1713 小倉　　結 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 小6
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1717 中澤　海凪 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅ 小6

1714 池田　　伶 ｲｹﾀﾞ ﾚｲ 小6
1715 鳥谷部真愛 ﾄﾔﾍﾞ ﾏﾅ 小6

6 スウィン太田 384 神田　紗来 ｶﾝﾀﾞ ｻﾗ 小6
SWｵｵﾀ 学童 388 角田　空咲 ｶｸﾀ ｿﾗ 小5

387 関口　妃音 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾒﾉ 小5
385 横塚　莉奈 ﾖｺﾂﾞｶ ﾘﾅ 小6

7 スウィン大教 549 水野　柚希 ﾐｽﾞﾉ ﾕｽﾞｷ 小6
SWﾀﾞｲｷｮｳ 学童 551 中西　咲希 ﾅｶﾆｼ ｻｷ 小6

552 関根　倖彩 ｾｷﾈ ｺｳｻ 小6
550 長川　実紘 ﾅｶﾞｶﾜ ﾐﾋﾛ 小6

8 イトマン西神 2971 松崎　　愛 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ 小6
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 学童 2969 二宮　陽凪 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ 小6

2968 宮崎　渚沙 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 小6
2970 桑山　木実 ｸﾜﾔﾏ ｺﾉﾐ 小6
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