
第41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. 17 女子    4x50m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  1:37.35
１０歳以下          大会記録  1:57.18

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 豊田ＳＳ 2183 山口真理恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 小4
ﾄﾖﾀSS 学童 2186 窪田　優恵 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾒ 小3

2185 森　絢寧良 ﾓﾘ ｱﾈﾗ 小4
2184 矢田　瑠依 ﾔﾀﾞ ﾙｲ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ富田林 2782 中森　美里 ﾅｶﾓﾘ ﾐｻﾄ 小4
ﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼ 学童 2781 後藤　彩巴 ｺﾞﾄｳ ｲﾛﾊ 小4

2783 市川　心都 ｲﾁｶﾜ ｺﾄ 小4
2784 麻野　芽依 ｱｻﾉ ﾒｲ 小3

5 ビッグツリー 350 渡辺りのあ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾉｱ 小4
ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 学童 349 飯塚　彩子 ｲｲﾂﾞｶ ｱﾔｺ 小4

352 石崎　百華 ｲｼｻﾞｷ ﾓﾓｶ 小3
351 青木　沙樹 ｱｵｷ ｻﾂｷ 小3

6

7

8
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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. 17 女子    4x50m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  1:37.35
１０歳以下          大会記録  1:57.18

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 スペックＳＣ 2695 月見　莉愛 ﾂｷﾐ ﾘｱ 小4

ｽﾍﾟｯｸSC 学童 2696 小倉　奏音 ｺｸﾗ ｶﾅﾃﾞ 小4
2694 内藤　優衣 ﾅｲﾄｳ ﾕｲ 小4
2693 佐々木愛真 ｻｻｷ ｴﾏ 小4

2 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1302 栗本かれん ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1303 佐藤　桜羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 小3

1305 日名子凛菜 ﾋﾅｺﾞ ﾘﾝﾅ 小2
1304 川崎　真愛 ｶﾜｻｷ ﾏﾅ 小3

3 ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 1775 増井　悠香 ﾏｽｲ ﾊﾙｶ 小4
ｻｷﾞﾇﾏSCS 学童 1778 力　　聖那 ﾁｶﾗ ｾｲﾅ 小3

1777 松尾　千椰 ﾏﾂｵ ﾁﾔ 小4
1776 松波　海凪 ﾏﾂﾅﾐ ﾐﾅｷﾞ 小4

4 いずみ能登川 2400 齋藤　碧葉 ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 小4
IZUMI 21 学童 2401 北村　　雅 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 小4

2402 阪田　　灯 ｻｶﾀ ｱｶﾘ 小4
2403 水本　音羽 ﾐｽﾞﾓﾄ ｵﾄﾊ 小4

5 スウィン加須 527 石川　愛徠 ｲｼｶﾜ ｱｲﾗ 小4
ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 学童 525 藤倉　来羽 ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾊﾈ 小4

526 矢島香月葉 ﾔｼﾞﾏ ｶﾂﾞﾊ 小4
524 真中　風佳 ﾏﾅｶ ﾌｳｶ 小4

6 柏洋・柏 792 中澤　　潤 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 小4
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 学童 793 関根悠芽乃 ｾｷﾈ ﾕﾒﾉ 小4

791 本田　陽菜 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾅ 小5
794 松村　里咲 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｻ 小4

7 ＪＳＳ長岡 1878 板垣　璃虹 ｲﾀｶﾞｷ ﾘｺ 小4
JSSﾅｶﾞｵｶ 学童 1877 高橋こうめ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾒ 小4

1879 浅野　葵衣 ｱｻﾉ ｱｵｲ 小3
1876 菊地　莉那 ｷｸﾁ ﾘﾅ 小4

8 パルワカヤマ 3069 玉出　実咲 ﾀﾏﾃﾞ ﾐｻｷ 小4
ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ 学童 3072 濱　　琴羽 ﾊﾏ ｺﾄﾊ 小4

3071 島村　小菜 ｼﾏﾑﾗ ｻﾅ 小4
3070 森下　莉子 ﾓﾘｼﾀ ﾘｺ 小4
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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. 17 女子    4x50m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  1:37.35
１０歳以下          大会記録  1:57.18

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 藤村ＳＳ 1116 橋本　夏奈 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ 小4

ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1114 宮土　珠乙 ﾐﾔﾂﾁ ｼﾞｭﾉ 小5
1117 伊藤　美空 ｲﾄｳ ﾐｿﾗ 小4
1115 小檜山ララ ｺﾋﾞﾔﾏ ﾗﾗ 小4

2 あかやまＳＳ 250 中澤　桃菜 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ 小4
ｱｶﾔﾏSS 学童 249 横山　真希 ﾖｺﾔﾏ ﾏｷ 小4

247 小川　芽吹 ｵｶﾞﾜ ﾒﾌﾞｷ 小4
251 武田　結蘭 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾗ 小3

3 アーデル 751 岸野　妃菜 ｷｼﾉ ﾋﾅ 小4
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 752 松丸　　結 ﾏﾂﾏﾙ ﾕｲ 小4

749 牧　　千尋 ﾏｷ ﾁﾋﾛ 小4
750 大野　　桜 ｵｵﾉ ｻｸﾗ 小4

4 スウィン熊谷 453 内田　千尋 ｳﾁﾀﾞ ﾁﾋﾛ 小4
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 454 足立　真柚 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾕ 小4

452 田中　來愛 ﾀﾅｶ ｸﾚｱ 小4
455 小松　鈴美 ｺﾏﾂ ｽｽﾞﾐ 小4

5 スウィン越谷 633 板谷久瑠実 ｲﾀﾔ ｸﾙﾐ 小4
SWｺｼｶﾞﾔ 学童 632 吉田　　蒼 ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ 小4

631 小金澤花璃 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾊﾅﾘ 小4
634 保村　咲那 ﾔｽﾑﾗ ｻﾅ 小3

6 イトマン港北 1740 根岸　空希 ﾈｷﾞｼ ｿﾗﾈ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1743 村上　心都 ﾑﾗｶﾐ ｺﾄ 小3

1742 妻木　唯凪 ﾂﾏｷ ﾕｲﾅ 小4
1741 塩澤　　鼓 ｼｵｻﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 小4

7 ｽｳｨﾝふじみ野 649 神谷　　雫 ｶﾐﾔ ｼｽﾞｸ 小3
SWﾌｼﾞﾐﾉ 学童 650 岩﨑　天琉 ｲﾜｻｷ ｱﾒﾙ 小3

647 古野英怜南 ﾌﾙﾉ ｴﾚﾅ 小4
648 入江　　愛 ｲﾘｴ ｱｲ 小4

8 アシスト 123 渡邉　沙妃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 小4
ｱｼｽﾄ 学童 124 齋藤佳音莉 ｻｲﾄｳ ｶｵﾘ 小4

122 堀田　杏奈 ﾎｯﾀ ｱﾝﾅ 小4
121 伊藤　愛理 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 小4
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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. 17 女子    4x50m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  1:37.35
１０歳以下          大会記録  1:57.18

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ロンド上北台 931 高石　青依 ﾀｶｲｼ ｱｵｲ 小4

ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ 学童 930 木地谷菜心 ｷﾁﾔ ﾅﾅｶ 小4
932 小野塚悠華 ｵﾉﾂﾞｶ ﾊﾙｶ 小4
933 長田　凜音 ﾅｶﾞﾀ ﾘﾝ 小4

2 稲毛インター 786 桑田　奈々 ｸﾜﾀ ﾅﾅ 小3
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 学童 785 阪井　智帆 ｻｶｲ ﾁﾎ 小4

784 髙橋　千尋 ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 小4
783 樋口　汐里 ﾋｸﾞﾁ ｼｵﾘ 小4

3 イトマン西宮 2913 大塚　美咲 ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2912 平生　亜優 ﾋﾗｵ ｱﾕ 小4

2911 田村　柚穂 ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ 小4
2914 上原　真有 ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ 小4

4 京都踏水会 2454 塚本　結衣 ﾂｶﾓﾄ ﾕｲ 小4
ﾄｳｽｲｶｲ 学童 2456 大秦　清峯 ｵｵﾊﾀ ｻﾔﾈ 小4

2453 奥田　菜月 ｵｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 小4
2460 森澤　颯月 ﾓﾘｻﾜ ｻﾂｷ 小3

5 ｽｳｨﾝ南越谷 676 野口　彩音 ﾉｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 小4
SWﾅﾝｺｼ 学童 677 西沢　涼乃 ﾆｼｻﾞﾜ ｽｽﾞﾉ 小4

678 小瀧　寧々 ｺﾀｷ ﾈﾈ 小4
679 各務こころ ｶｶﾞﾐ ｺｺﾛ 小4

6 名鉄Ｓ新瀬戸 2263 猪又　　彩 ｲﾉﾏﾀ ｱﾔ 小4
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 学童 2265 三宅　優香 ﾐﾔｹ ﾕｳｶ 小4

2266 牛塲　彩乃 ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ 小4
2264 鈴木　歩美 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ 小4

7 ｽｳｨﾝ高島平 1241 小出　桜音 ｺｲﾃﾞ ｵﾄ 小4
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 学童 1240 勝呂　一愛 ｽｸﾞﾛ ｲﾁｱ 小4

1242 寺山　璃音 ﾃﾗﾔﾏ ﾘｵﾝ 小4
1239 久保ひなた ｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 小4

8 ATSC.YW 1707 谷口満里奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 小4
ATSC.YW 学童 1708 川野　杏珠 ｶﾜﾉ ｱﾝｼﾞｭ 小4

1709 金井亜緒依 ｶﾅｲ ｱｵｲ 小4
1710 鳥海　瑛那 ﾄﾘｳﾐ ｴﾅ 小4
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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. 17 女子    4x50m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  1:37.35
１０歳以下          大会記録  1:57.18

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ピュア大和 129 佐藤　涼帆 ｻﾄｳ ｽｽﾞﾎ 小4

ﾋﾟｭｱﾀｲﾜ 学童 131 新里　遥乃 ﾆｲｻﾄ ﾊﾙﾉ 小4
130 山田　　凛 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝ 小4
128 佐藤　天香 ｻﾄｳ ﾃﾝｶ 小4

2 アンタレスSS 310 松木　梓紗 ﾏﾂｷ ｱｽﾞｻ 小3
ｱﾝﾀﾚｽSS 学童 307 本間　彩愛 ﾎﾝﾏ ｱﾔﾒ 小4

308 栗原　幸来 ｸﾘﾊﾗ ｻﾗ 小4
309 中村　麻乃 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾉ 小4

3 コナミ伏見 2434 下坂明花里 ｼﾓｻｶ ｱｶﾘ 小3
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2433 酒井　幸愛 ｻｶｲ ｻｴ 小3

2431 立原　萌々 ﾀﾃﾊﾗ ﾓﾓ 小4
2432 川中　芽依 ｶﾜﾅｶ ﾒｲ 小4

4 金町ＳＣ 984 福本　夏己 ﾌｸﾓﾄ ﾅﾂｷ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 988 菊池　　遥 ｷｸﾁ ﾖｳ 小4

985 島袋　　綾 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｮｳ 小4
986 大森　美桜 ｵｵﾓﾘ ﾐｵ 小4

5 東京ＳＣ 1061 斉藤　美月 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1063 斉藤　歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 小4

1068 鯨井あぐり ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ 小3
1062 伊藤　優笑 ｲﾄｳ ﾕｴ 小4

6 イトマン守谷 281 佐藤　心音 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 小3
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 学童 278 松永　千尋 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ 小5

280 阿部　未咲 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 小4
279 有村　心美 ｱﾘﾑﾗ ｺｺﾐ 小4

7 ゆめパレア 2507 野中　梨乃 ﾉﾅｶ ﾘﾉ 小4
ﾕﾒﾊﾟﾚｱ 学童 2505 徳地　瞳月 ﾄｸﾁ ｼﾂﾞｸ 小5

2506 北角　妃恋 ｷﾀｽﾞﾐ ﾍﾚﾝ 小4
2508 堀江　奏花 ﾎﾘｴ ｿﾖｶ 小4

8 フィッタ松山 3270 高山　結衣 ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ 小4
ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ 学童 3272 西田　瑚雪 ﾆｼﾀﾞ ｺﾕｷ 小3

3269 濱　さくら ﾊﾏ ｻｸﾗ 小4
3271 吉田　千暁 ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ 小4
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