
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. 85 女子    4x50m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:44.90
１０歳以下          大会記録  2:08.64

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 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 2264 鈴木　歩美 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ 小4

2266 牛塲　彩乃 ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ 小4
2265 三宅　優香 ﾐﾔｹ ﾕｳｶ 小4

4 アレスト八代 3450 鶴山　彩絢 ﾂﾙﾔﾏ ｻｱﾔ 小4
ｱﾚｽﾄﾔﾂｼﾛ 学童 3526 隈部　飛燕 ｸﾏﾍﾞ ﾀｴ 小5

3527 上田　彩澄 ｳｴﾀﾞ ｱｽﾞﾐ 小4
3528 井堀　花音 ｲﾎﾞﾘ ｶﾉﾝ 小4

5 イトマン中村 2107 近藤　舞奈 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲﾅ 小4
ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 学童 2106 久保田乙妃 ｸﾎﾞﾀ ｲﾂｷ 小4

2109 権田　三実 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾐﾐ 小3
2108 井上　澄奏 ｲﾉｳｴ ｽﾐｶ 小4

6

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1401 山内　　藍 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾗﾝ 小4

ｾ･ﾒｸﾞﾛ 学童 1400 市川　怜絢 ｲﾁｶﾜ ﾚｲｱ 小4
1402 市村　美和 ｲﾁﾑﾗ ﾐﾜ 小3
1399 福田　有里 ﾌｸﾀﾞ ﾕﾘ 小4

2 ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬 992 福島　可絵 ﾌｸｼﾏ ｶｴ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙｷﾖｾ 学童 994 山村　乙夏 ﾔﾏﾑﾗ ｵﾄｶ 小3

995 栗原　紗玖 ｸﾘﾊﾗ ｻｸ 小3
993 及川　和奏 ｵｲｶﾜ ﾜｶﾅ 小4

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

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

4 イトマン西宮 2915 長尾　美咲 ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2910 椿原　優希 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾕｳｷ 小4

2911 田村　柚穂 ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ 小4
2913 大塚　美咲 ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ 小4

5 いずみ能登川 2401 北村　　雅 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 小4
IZUMI 21 学童 2403 水本　音羽 ﾐｽﾞﾓﾄ ｵﾄﾊ 小4

2400 齋藤　碧葉 ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 小4
2402 阪田　　灯 ｻｶﾀ ｱｶﾘ 小4

6 ロンド上北台 934 築島　仁子 ﾂｷｼﾏ ﾆｺ 小3
ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ 学童 933 長田　凜音 ﾅｶﾞﾀ ﾘﾝ 小4

931 高石　青依 ﾀｶｲｼ ｱｵｲ 小4
930 木地谷菜心 ｷﾁﾔ ﾅﾅｶ 小4

7 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

8 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1604 吉澤麗花亜 ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾌｱ 小4
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1605 田口　璃音 ﾀｸﾞﾁ ﾘｵﾝ 小3

1603 成田　陽和 ﾅﾘﾀ ﾋﾖﾘ 小4
1606 伊勢　心羽 ｲｾ ｺｺﾊ 小3
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水路 チーム名 泳者 学年
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3組
1 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 451 金井　瑠奈 ｶﾅｲ ﾙﾅ 小4
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

2 新代田ＳＳ 1280 伊林　茉空 ｲﾊﾞﾔｼ ﾏｿﾗ 小4
ｼﾝﾀﾞｲﾀSS 学童 1278 大竹　瑠奈 ｵｵﾀｹ ﾙﾅ 小4

1281 荒川くるみ ｱﾗｶﾜ ｸﾙﾐ 小4
1279 新井　真央 ｱﾗｲ ﾏｵ 小4

3 アンタレスSS 309 中村　麻乃 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾉ 小4
ｱﾝﾀﾚｽSS 学童 310 松木　梓紗 ﾏﾂｷ ｱｽﾞｻ 小3

308 栗原　幸来 ｸﾘﾊﾗ ｻﾗ 小4
307 本間　彩愛 ﾎﾝﾏ ｱﾔﾒ 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 2457 瀬戸口柚花 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳｶ 小4

2460 森澤　颯月 ﾓﾘｻﾜ ｻﾂｷ 小3
2456 大秦　清峯 ｵｵﾊﾀ ｻﾔﾈ 小4

5 スウィン越谷 635 坂本　愛茉 ｻｶﾓﾄ ｴﾏ 小3
SWｺｼｶﾞﾔ 学童 633 板谷久瑠実 ｲﾀﾔ ｸﾙﾐ 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 スペックＳＣ 2693 佐々木愛真 ｻｻｷ ｴﾏ 小4
ｽﾍﾟｯｸSC 学童 2694 内藤　優衣 ﾅｲﾄｳ ﾕｲ 小4

2696 小倉　奏音 ｺｸﾗ ｶﾅﾃﾞ 小4
2695 月見　莉愛 ﾂｷﾐ ﾘｱ 小4

7 ｽｳｨﾝ南越谷 679 各務こころ ｶｶﾞﾐ ｺｺﾛ 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

676 野口　彩音 ﾉｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 小4
678 小瀧　寧々 ｺﾀｷ ﾈﾈ 小4

8 アシスト 122 堀田　杏奈 ﾎｯﾀ ｱﾝﾅ 小4
ｱｼｽﾄ 学童 124 齋藤佳音莉 ｻｲﾄｳ ｶｵﾘ 小4

123 渡邉　沙妃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 小4
121 伊藤　愛理 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 SW大教大宮東 465 山口　紗愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ 小3

SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 467 藤本友莉菜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾘﾅ 小3
466 橋本　寧々 ﾊｼﾓﾄ ﾈﾈ 小3
464 酒井　優奈 ｻｶｲ ﾕｳﾅ 小4

2 イトマン守谷 280 阿部　未咲 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 学童 279 有村　心美 ｱﾘﾑﾗ ｺｺﾐ 小4

278 松永　千尋 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ 小5
281 佐藤　心音 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 小3

3 東京ＤＣ 1083 大江萌々香 ｵｵｴ ﾓﾓｶ 小4
ﾄｳｷｮｳDC 学童 1082 木村　心香 ｷﾑﾗ ﾎﾉｶ 小4

1084 佐藤　　渚 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 小3
1081 青木　智咲 ｱｵｷ ﾁｻｷ 小4

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

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

5 東京ＳＣ 1068 鯨井あぐり ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ 小3
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1063 斉藤　歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 小4

1067 酒葉　理穂 ｻｶﾊﾞ ﾘﾎ 小3
1061 斉藤　美月 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 小4

6 イトマン港北 1744 本保花菜子 ﾓﾄﾔｽ ｶﾅｺ 小3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1740 根岸　空希 ﾈｷﾞｼ ｿﾗﾈ 小4

1743 村上　心都 ﾑﾗｶﾐ ｺﾄ 小3
1741 塩澤　　鼓 ｼｵｻﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 小4

7 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 247 小川　芽吹 ｵｶﾞﾜ ﾒﾌﾞｷ 小4

248 三田　初華 ﾐﾀ ｲﾁｶ 小4
249 横山　真希 ﾖｺﾔﾏ ﾏｷ 小4

8 コナミ伏見 2430 永井　愛洸 ﾅｶﾞｲ ﾏﾋﾛ 小4
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2434 下坂明花里 ｼﾓｻｶ ｱｶﾘ 小3

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
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