
第41回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 21 女子    4x50m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  1:41.03
１１～１２歳        大会記録  1:50.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 アーデル 650 岩崎　虹々 ｲﾜｻｷ ｺｺ 小6
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 653 松丸　　凛 ﾏﾂﾏﾙ ﾘﾝ 小5

652 坂口　姫粋 ｻｶｸﾞﾁ ｷｯｽｲ 小6
651 星　　里海 ﾎｼ ﾘﾐ 小6

2 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1167 鈴木　遙夏 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 中1
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 1170 高橋　紗良 ﾀｶﾊｼ ｻﾗ 小6

1168 長﨑　千怜 ﾅｶﾞｻｷ ﾁｻﾄ 中1
1169 吉村　優唯 ﾖｼﾑﾗ ﾕｲ 中1

3 イトマン港北 1516 川又　彩乃 ｶﾜﾏﾀ ｱﾔﾉ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1518 戸津川莉央 ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ 小6

1515 川島こころ ｶﾜｼﾏ ｺｺﾛ 中1
1517 吉村　早矢 ﾖｼﾑﾗ ｻﾔ 小6

4 藤村ＳＳ 971 加藤　結音 ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 小6
ﾌｼﾞﾑﾗSS 970 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 中1

969 松井　亜美 ﾏﾂｲ ｱﾐ 中1
972 楠田　乃愛 ｸｽﾀﾞ ﾉｱ 小5

5 ＫＳＧ大橋 2865 多々良愛海 ﾀﾀﾗ ﾏﾅﾐ 中1
KSGｵｵﾊｼ 2708 岩本　郁香 ｲﾜﾓﾄ ﾌﾐｶ 中1

2709 三﨑　朱莉 ﾐｻｷ ｱｶﾘ 小6
2866 春日　那央 ｶｽｶﾞ ﾅｵ 中1

6 金町ＳＣ 849 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 850 川俣　　紬 ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ 小6

848 山谷　眞桜 ﾔﾏﾔ ﾏｵ 小6
847 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 中1

7 スウィン前橋 336 角　　彩綾 ｽﾐ ｻｱﾔ 小6
SWﾏｴﾊﾞｼ 334 八木　佑月 ﾔｷﾞ ﾕﾂｷ 中1

335 須永ひとは ｽﾅｶﾞ ﾋﾄﾊ 小6
333 武井　　優 ﾀｹｲ ﾕｳ 中1

8 コナミ西宮 2461 今井　陽花 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 小6
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2460 小林　優希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 小6

2459 木村　陽香 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 小6
2458 浅尾萌々香 ｱｻｵ ﾓﾓｶ 中1
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第41回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 21 女子    4x50m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  1:41.03
１１～１２歳        大会記録  1:50.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 名鉄ＳＳ岩倉 1919 木下　紗希 ｷﾉｼﾀ ｻｷ 小6
ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ 1918 沖　　苺花 ｵｷ ﾊﾙｶ 中1

1917 増田　妃菜 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅ 中1
1916 藤本　智葉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾊ 中1

2 ユアー蕨 554 小牧　彩音 ｺﾏｷ ｱﾔﾈ 小6
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 551 山崎　新奈 ﾔﾏｻﾞｷ ﾆｲﾅ 中1

552 吉田かれん ﾖｼﾀﾞ ｶﾚﾝ 中1
553 青木　結愛 ｱｵｷ ﾕｲｱ 中1

3 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1466 渡部　飛鳥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 小6
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1467 山本　千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 小6

1468 遠藤　真千 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾁ 小6
1465 中澤　海凪 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅ 中1

4 ｽｳｨﾝ南越谷 590 西野　沙耶 ﾆｼﾉ ｻﾔ 小6
SWﾅﾝｺｼ 586 海老根　凛 ｴﾋﾞﾈ ﾘﾝ 中1

587 髙橋　　華 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 中1
588 菊井　心菜 ｷｸｲ ｺｺﾅ 中1

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1075 田村　真優 ﾀﾑﾗ ﾏﾕ 中1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1077 岡　　美憂 ｵｶ ﾐｳ 小5

1074 伊藤冴江子 ｲﾄｳ ｻｴｺ 中1
1076 畝田　七海 ｱｾﾞﾀ ﾅﾂﾐ 小6

6 コナミ青葉台 1396 稲垣　　遥 ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙｶ 小6
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 1395 松﨑　柚奈 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕﾅ 小6

1394 北堀　七和 ｷﾀﾎﾘ ﾅﾅ 中1
1393 鈴木　　遙 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 中1

7 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 1079 横山　愛子 ﾖｺﾔﾏ ｱｲｺ 中1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ 1081 鈴木　桜咲 ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 小6

1080 小関　万葉 ｺｾｷ ﾏﾖ 中1
1078 小倉　愛加 ｵｸﾞﾗ ｱｲｶ 中1

8 スウィン太田 349 角田　空咲 ｶｸﾀ ｿﾗ 小6
SWｵｵﾀ 347 澁澤　　岬 ｼﾌﾞｻﾜ ﾐｻｷ 小6

348 齊藤　　梓 ｻｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 小6
346 横塚　莉奈 ﾖｺﾂﾞｶ ﾘﾅ 中1
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第41回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 21 女子    4x50m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  1:41.03
１１～１２歳        大会記録  1:50.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 塚口ＳＳ 2419 前田　夏風 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ 中1
ﾂｶｸﾞﾁSS 2420 中野　陽菜 ﾅｶﾉ ﾋﾅ 中1

2421 吉光　彩矢 ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ 小6
2418 上田　華蓮 ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ 中1

2 トピーアヤセ 1376 首藤　優里 ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ 小6
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 1374 建部　明里 ﾀﾃﾍﾞ ｱｶﾘ 中1

1375 箕川　茉那 ﾐﾉｶﾜ ﾏﾅ 小6
1378 ｱﾚｸｼｽﾞﾍﾞﾙﾅﾙﾄﾞ ｱﾚｸｼｽﾞ ﾍﾞﾙﾅﾙ 小5

3 イ ト マ ン 2204 林田　波音 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾉ 小6
ｲﾄﾏﾝ 2203 樋口　承子 ﾋｸﾞﾁ ｺﾄｺ 中1

2207 乾アナスタシヤ ｲﾇｲ ｱﾅｽﾀｼﾔ 小5
2202 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 中1

4 東京ＳＣ 924 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 923 竹澤　瑠珂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ 小6

922 近　　桃羽 ｺﾝ ﾓﾓﾊ 中1
925 ロイド珠里亜 ﾛｲﾄﾞ ｼﾞｭﾘｱ 小6

5 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1259 山内　真凛 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ 小6
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 1261 岩田　柚那 ｲﾜﾀ ﾕﾅ 小6

1260 宮川　　悠 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳ 小6
1258 青木　涼楓 ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 中1

6 コナミ北浦和 453 柴田　結衣 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 小6
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 454 冨永　野意 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｲ 小6

455 山﨑さくら ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 小5
452 兼岡　楓菜 ｶﾈｵｶ ﾌｳﾅ 中1

7 ATSC.YW 1483 鈴木　莉緒 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 中1
ATSC.YW 1484 庄司　茉白 ｼｮｳｼﾞ ﾏｼﾛ 中1

1486 山口　亜茶 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻ 小5
1485 山口みなみ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 中1

8 スウィン高崎 319 松岡　汐里 ﾏﾂｵｶ ｼｵﾘ 中1
SWﾀｶｻｷ 321 鎌田　真綾 ｶﾏﾀ ﾏｱﾔ 小6

322 松村優里奈 ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘﾅ 小6
320 鎌田　乙寧 ｶﾏﾀ ｵﾄﾈ 小6
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