
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. 75 女子    4x50m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:51.33
１０歳以下          大会記録  2:12.20

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 701 佐藤　亜衣 ｻﾄｳ ｱｲ 小5

ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 学童 699 坂田　紗来 ｻｶﾀ ｻﾗ 小5
702 光永　彩華 ﾐﾂﾅｶﾞ ｱﾔｶ 小4
700 大塚　　葵 ｵｵﾂｶ ｱｵｲ 小5

1 ｽｳｨﾝ伊勢崎 303 佐藤　　伶 ｻﾄｳ ﾚｲ 小4
SWｲｾｻｷ 学童 305 佐藤菜々美 ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 小4

302 髙橋　愛梨 ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ 小5
304 深井　悠加 ﾌｶｲ ﾕｳｶ 小4

2 金町ＳＣ 854 菊池　　遥 ｷｸﾁ ﾖｳ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 852 福本　夏己 ﾌｸﾓﾄ ﾅﾂｷ 小4

853 大森　美桜 ｵｵﾓﾘ ﾐｵ 小4
851 大畑　杏紀 ｵｵﾊﾀ ｱｷ 小5

3 フィッツ甲府 2855 平嶋亜沙美 ﾋﾗｼﾏ ｱｻﾐ 小5
ﾌｨｯﾂｺｳﾌ 学童 2854 松沼　真由 ﾏﾂﾇﾏ ﾏﾕ 小5

2853 阿部奈菜美 ｱﾍﾞ ﾅﾅﾐ 小5
2856 平林　　華 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 小4

4 ＪＳＳ立石 883 増子　　楽 ﾏｽｺ ｻｻ 小4
JSSﾀﾃｲｼ 学童 882 田中　絵恋 ﾀﾅｶ ｴﾚﾝ 小5

881 加納　　栞 ｶﾉｳ ｼｵﾘ 小5
880 梶塚　海琴 ｶｼﾞﾂﾞｶ ﾐｺﾄ 小5

5 藤村ＳＳ 974 斉藤　莉那 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 小5
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 973 坂本昌哩杏 ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ 小5

977 橋本　夏奈 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ 小4
975 竹村　俐音 ﾀｹﾑﾗ ﾘﾝ 小5

6 あかやまＳＳ 197 中澤　桃菜 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ 小4
ｱｶﾔﾏSS 学童 194 谷地田姫子 ﾔﾁﾀﾞ ﾋﾒｺ 小5

195 白濱　心琴 ｼﾗﾊﾏ ﾐｺﾄ 小5
196 横山　真希 ﾖｺﾔﾏ ﾏｷ 小4

7 イトマン港北 1521 桑原　優空 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕﾗ 小5
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1523 根岸　空希 ﾈｷﾞｼ ｿﾗﾈ 小4

1522 児玉　海生 ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ 小5
1520 鈴木　　優 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 小5

8 スウィン埼玉 514 阿部　瑞瑛 ｱﾍﾞ ﾐｿﾞﾚ 小5
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 516 湯浅　美音 ﾕｱｻ ﾐｵ 小5

517 菅　那奈実 ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ 小5
515 西潟　莉来 ﾆｼｶﾞﾀ ﾘｺ 小5

9 能美ＳＣ 1672 渡海　愛花 ﾄｶｲ ｱｲｶ 小5
ﾉﾐｽｲﾐﾝｸﾞ 学童 1671 太田　愛彩 ｵｵﾀ ｱｲ 小5

1673 出村　瑠菜 ﾃﾞﾑﾗ ﾙﾅ 小5
1674 出村　優菜 ﾃﾞﾑﾗ ﾕﾅ 小4
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2組
0 イトマン王寺 2532 佐々岡姫愛 ｻｻｵｶ ﾋﾅﾉ 小5

ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 学童 2530 丸山　留以 ﾏﾙﾔﾏ ﾙｲ 小5
2533 加藤まりあ ｶﾄｳ ﾏﾘｱ 小5
2531 德田　月実 ﾄｸﾀﾞ ﾂｸﾐ 小5

1 スウィン加須 480 上野七奈子 ｳｴﾉ ﾅﾅｺ 小5
ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 学童 484 野﨑　みさ ﾉｻﾞｷ ﾐｻ 小3

481 須藤　美月 ｽﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 小5
482 藤倉　来羽 ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾊﾈ 小4

2 林水泳教室 1309 宇野　海音 ｳﾉ ｱﾏﾈ 小5
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 学童 1308 後藤　遥香 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｶ 小5

1306 山中　波琉 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙ 小5
1307 森　千香子 ﾓﾘ ﾁｶｺ 小5

3 ｲﾄﾏﾝ春日井 1813 長山　未來 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 小5
ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ 学童 1815 與河　沙奈 ﾖｶﾜ ｻﾅ 小3

1812 坂本　真白 ｻｶﾓﾄ ﾏｼﾛ 小5
1814 芳賀　真咲 ﾊｶﾞ ﾐｻｷ 小4

4 東京ＳＣ 931 竹澤　芦奈 ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 932 斉藤　歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 小4

928 長谷明日香 ﾊｾ ｱｽｶ 小5
927 小林　るか ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｶ 小5

5 スウィン太田 351 金田　碧海 ｶﾈﾀﾞ ｱｵｲ 小5
SWｵｵﾀ 学童 350 大瀬良麻央 ｵｵｾﾗ ﾏｵ 小5

352 茂木　暁香 ﾓﾃｷﾞ ｱｷｶ 小4
353 清水　　錦 ｼﾐｽﾞ ﾆｼｷ 小4

6 コナミ香里園 2264 村上　愛実 ﾑﾗｶﾐ ｱﾐ 小5
ｺﾅﾐｺｳﾘｴﾝ 学童 2262 中路　千陽 ﾅｶｼﾞ ﾁﾊﾙ 小5

2266 杉本　奈渚 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾅ 小4
2265 河原　寧音 ｶﾜﾊﾗ ﾈﾈ 小4

7 コナミ伏見 2069 伊藤まりん ｲﾄｳ ﾏﾘﾝ 小5
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2072 下坂明花里 ｼﾓｻｶ ｱｶﾘ 小3

2068 松村　小凛 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾘﾝ 小5
2070 川中　芽依 ｶﾜﾅｶ ﾒｲ 小4

8 コナミ西葛西 1004 志賀　結羽 ｼｶﾞ ﾕｲﾊ 小5
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1003 中村　美結 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 小5

1006 島村　実花 ｼﾏﾑﾗ ﾐﾊﾅ 小4
1005 星野　公伽 ﾎｼﾉ ｷﾐｶ 小5

9 ＳＡ松任 1687 本野　由芽 ﾓﾄﾉ ﾕﾒ 小4
SAﾏｯﾄｳ 学童 1684 山本　　希 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 小5

1685 清水真奈江 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｴ 小5
1686 辻本ひまり ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ 小5
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