
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. 19 女子    4x50m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  1:37.35
１１～１２歳        大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1354 福岡　由唯 ﾌｸｵｶ ﾕｲ 小5

ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1351 田中　綾香 ﾀﾅｶ ｱﾔｶ 小6
1353 堀内　美玲 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾚｲ 小6
1352 長谷川朱里 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾘ 小6

2 イ ト マ ン 2605 林田　波音 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾉ 小6
ｲﾄﾏﾝ 学童 2608 乾アナスタシヤ ｲﾇｲ ｱﾅｽﾀｼﾔ 小5

2604 中屋敷咲月 ﾅｶﾔｼｷ ｻﾂｷ 小6
2607 小塚　輝子 ｺﾂﾞｶ ﾋｶﾙｺ 小6

3 横浜サクラ 1633 森　美沙希 ﾓﾘ ﾐｻｷ 小6
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 学童 1630 鷹野　亜湖 ﾀｶﾉ ｱｺ 小6

1631 親松　　遥 ｵﾔﾏﾂ ﾊﾙｶ 小6
1632 石川　伶奈 ｲｼｶﾜ ﾚｲﾅ 小6

4 スウィン埼玉 571 山本　結月 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 小6
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 573 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 小6

572 坂巻　奈央 ｻｶﾏｷ ﾅｵ 小6
574 西潟　莉来 ﾆｼｶﾞﾀ ﾘｺ 小5

5 金町ＳＣ 980 山谷　眞桜 ﾔﾏﾔ ﾏｵ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 学童 983 川俣　　紬 ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ 小6

981 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 小6
982 朝倉　茉咲 ｱｻｸﾗ ﾐｸ 小6

6 SW大教大宮東 463 園部ゆあら ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ 小5
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 462 福本　早希 ﾌｸﾓﾄ ｻｷ 小6

461 木須　日向 ｷｽ ﾋﾅﾀ 小6
460 米田　真那 ｺﾒﾀﾞ ﾏﾅ 小6

7 アピア富山 1969 岩澤　木綿 ｲﾜｻﾞﾜ ﾕｳ 小6
ｱﾋﾟｱﾄﾔﾏ 学童 1971 大浦　美涼 ｵｵｳﾗ ﾐｽｽﾞ 小6

1970 塚本　彩芽 ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾒ 小6
1968 菅原　由梨 ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘ 小6

8 ｽｳｨﾝ南越谷 670 原　菜々花 ﾊﾗ ﾅﾅｶ 小6
SWﾅﾝｺｼ 学童 674 諏訪　叶夢 ｽﾜ ｶﾉﾝ 小5

673 菅谷　真采 ｽｶﾞﾀﾆ ﾏｺﾄ 小6
672 大髙　唯藍 ｵｵﾀｶ ﾕｱ 小6
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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. 19 女子    4x50m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  1:37.35
１１～１２歳        大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1298 高橋　紗良 ﾀｶﾊｼ ｻﾗ 小6

ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1301 西村すみれ ﾆｼﾑﾗ ｽﾐﾚ 小5
1299 日名子花梨 ﾋﾅｺﾞ ｶﾘﾝ 小6
1300 米澤　美優 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 小6

2 藤村ＳＳ 1110 加藤　結音 ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 小6
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1109 坂本　千紗 ｻｶﾓﾄ ﾁｻ 小6

1111 楠田　乃愛 ｸｽﾀﾞ ﾉｱ 小5
1112 瀬田　夕凪 ｾﾀ ﾕｳﾅ 小5

3 コナミ西宮 2935 木村　陽香 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 小6
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 学童 2936 小林　優希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 小6

2937 今井　陽花 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 小6
2938 川崎　なな ｶﾜｻｷ ﾅﾅ 小5

4 アーデル 745 星　　里海 ﾎｼ ﾘﾐ 小6
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 748 渡辺綺良莉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 小5

747 松丸　　凛 ﾏﾂﾏﾙ ﾘﾝ 小5
744 岩崎　虹々 ｲﾜｻｷ ｺｺ 小6

5 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1395 山内　真凛 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ 小6
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 学童 1398 木村　花愛 ｷﾑﾗ ｶｴ 小6

1396 宮川　　悠 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳ 小6
1397 岩田　柚那 ｲﾜﾀ ﾕﾅ 小6

6 イトマン港北 1735 川又　彩乃 ｶﾜﾏﾀ ｱﾔﾉ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1736 戸津川莉央 ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ 小6

1738 加藤　莉桜 ｶﾄｳ ﾘｵ 小5
1737 木所美音楽 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ 小6

7 スウィン越谷 628 山﨑　千寛 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 小6
SWｺｼｶﾞﾔ 学童 627 中山　郁渚 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐﾅ 小6

630 中條　結菜 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕｳﾅ 小6
629 三浦　萌々 ﾐｳﾗ ﾓﾓ 小6

8 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 829 守屋　心結 ﾓﾘﾔ ﾐﾕ 小6
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 学童 831 鬼塚　瑞稀 ｵﾆﾂﾞｶ ﾐｽﾞｷ 小5

832 佐藤　由凪 ｻﾄｳ ﾕｳﾅ 小5
830 園田　　唯 ｿﾉﾀﾞ ﾕｲ 小6
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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. 19 女子    4x50m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  1:37.35
１１～１２歳        大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ATSC.YW 1705 山口　亜茶 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻ 小5

ATSC.YW 学童 1703 亀井　彩華 ｶﾒｲ ｻﾔｶ 小6
1702 佐々木晴菜 ｻｻｷ ﾊﾙﾅ 小6
1706 前田亜莉紗 ﾏｴﾀﾞ ｱﾘｻ 小5

2 ヤクルト東 59 盛　　唱實 ﾓﾘ ﾄﾅﾐ 小5
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 学童 57 小笠原佳穂 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾎ 小6

56 成田由佳里 ﾅﾘﾀ ﾕｶﾘ 小6
58 八木澤麻衣 ﾔｷﾞｻﾜ ﾏｲ 小5

3 ダッシュ三条 1928 津端　　舞 ﾂﾊﾞﾀ ﾏｲ 小6
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 学童 1927 石井　美咲 ｲｼｲ ﾐｻｷ 小6

1930 清水　　凜 ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ 小5
1929 角田　　光 ﾂﾉﾀﾞ ﾋｶﾘ 小6

4 東京ＳＣ 1057 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1056 竹澤　瑠珂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ 小6

1058 ロイド珠里亜 ﾛｲﾄﾞ ｼﾞｭﾘｱ 小6
1060 長谷明日香 ﾊｾ ｱｽｶ 小5

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1684 渡部　飛鳥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 小6
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1686 山本　千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 小6

1687 遠藤　真千 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾁ 小6
1685 大西　帆夏 ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ 小6

6 トピーアヤセ 1563 箕川　茉那 ﾐﾉｶﾜ ﾏﾅ 小6
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 学童 1564 首藤　優里 ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ 小6

1565 岸　　姫詩 ｷｼ ﾋﾅﾀ 小6
1566 大竹　葵咲 ｵｵﾀｹ ﾘｻ 小6

7 あかやまＳＳ 242 松村　　瞳 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾄﾐ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 245 杉山　智咲 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ 小5

244 中澤　心暖 ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 小5
243 柳田　花音 ﾔﾅｷﾞﾀ ｶﾉﾝ 小6

8 スウィン前橋 385 須永ひとは ｽﾅｶﾞ ﾋﾄﾊ 小6
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 386 森田　一琉 ﾓﾘﾀ ｲﾁﾙ 小6

388 関根　梨桜 ｾｷﾈ ﾘｵ 小5
387 角　　彩綾 ｽﾐ ｻｱﾔ 小6
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