
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. 87 女子    4x50m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:44.90
１１～１２歳        大会記録  1:57.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1352 長谷川朱里 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾘ 小6

ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1353 堀内　美玲 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾚｲ 小6
1354 福岡　由唯 ﾌｸｵｶ ﾕｲ 小5
1351 田中　綾香 ﾀﾅｶ ｱﾔｶ 小6

2 コナミ西葛西 1134 正木つかさ ﾏｻｷ ﾂｶｻ 小6
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1133 向井　結愛 ﾑｶｲ ﾕｴ 小6

1132 小倉　未央 ｵｸﾞﾗ ﾐｵ 小6
1135 星野　公伽 ﾎｼﾉ ｷﾐｶ 小5

3 イトマン千葉 890 小倉　夏希 ｵｸﾞﾗ ﾅﾂｷ 小6
ｲﾄﾏﾝﾁﾊﾞ 学童 888 戸田　万喜 ﾄﾀﾞ ﾏｷ 小6

889 多田　恋歌 ﾀﾀﾞ ﾚﾝｶ 小6
891 森　　美藍 ﾓﾘ ﾐｱｲ 小6

4 藤村ＳＳ 1110 加藤　結音 ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 小6
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1113 坂本昌哩杏 ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ 小5

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

5 あかやまＳＳ 246 武田　蒼依 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 小5
ｱｶﾔﾏSS 学童 244 中澤　心暖 ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 小5

245 杉山　智咲 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ 小5
242 松村　　瞳 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾄﾐ 小6

6 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1185 鈴木　泉美 ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ 小6
AQLUB HO 学童 1186 萩原　彩友 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕ 小6

1187 川村枝里華 ｶﾜﾑﾗ ｴﾘｶ 小6
1188 勝山　仁絵 ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄｴ 小5

7 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1686 山本　千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 小6
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1688 石川　結菜 ｲｼｶﾜ ﾕｲﾅ 小5

1684 渡部　飛鳥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 小6
1687 遠藤　真千 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾁ 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. 87 女子    4x50m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:44.90
１１～１２歳        大会記録  1:57.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 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 828 織田　桃香 ｵﾀﾞ ﾓﾓｶ 小6
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

2 ＪＳＳ盛岡 75 小瀬川花音 ｺｾｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 小6
JSSﾓﾘｵｶ 学童 73 細野　桜花 ﾎｿﾉ ｻｸﾗ 小6

74 菅原　向葵 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｵｲ 小6
76 小苅米柚月 ｺｶﾞﾘﾏｲ ﾕﾂﾞｷ 小6

3 ｽｳｨﾝ南越谷 675 榎本　優愛 ｴﾉﾓﾄ ﾕｲ 小5
SWﾅﾝｺｼ 学童 673 菅谷　真采 ｽｶﾞﾀﾆ ﾏｺﾄ 小6

674 諏訪　叶夢 ｽﾜ ｶﾉﾝ 小5
671 西野　沙耶 ﾆｼﾉ ｻﾔ 小6

4 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1396 宮川　　悠 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳ 小6
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 学童 1398 木村　花愛 ｷﾑﾗ ｶｴ 小6

1397 岩田　柚那 ｲﾜﾀ ﾕﾅ 小6
1395 山内　真凛 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ 小6

5 東京ＳＣ 1057 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1059 糸山さくら ｲﾄﾔﾏ ｻｸﾗ 小6

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

6 コナミ西宮 2938 川崎　なな ｶﾜｻｷ ﾅﾅ 小5
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 学童 2937 今井　陽花 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 小6

2935 木村　陽香 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 小6
2936 小林　優希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 小6

7 金町ＳＣ 981 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 学童 983 川俣　　紬 ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ 小6

980 山谷　眞桜 ﾔﾏﾔ ﾏｵ 小6
982 朝倉　茉咲 ｱｻｸﾗ ﾐｸ 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. 87 女子    4x50m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:44.90
１１～１２歳        大会記録  1:57.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 東京ＤＣ 1080 石井　虹翔 ｲｼｲ ﾆｼﾞｶ 小6

ﾄｳｷｮｳDC 学童 1078 江原　愛乃 ｴﾊﾗ ｱｲﾉ 小6
1079 宮城七琉海 ﾐﾔｷﾞ ﾅﾙﾐ 小6
1077 佐藤　綾香 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 小6

2 スウィン高崎 370 鎌田　乙寧 ｶﾏﾀ ｵﾄﾈ 小6
SWﾀｶｻｷ 学童 372 松村優里奈 ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘﾅ 小6

373 鈴木　亜惟 ｽｽﾞｷ ｱｲ 小5
371 鎌田　真綾 ｶﾏﾀ ﾏｱﾔ 小6

3 トピーアヤセ 1566 大竹　葵咲 ｵｵﾀｹ ﾘｻ 小6
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 学童 1563 箕川　茉那 ﾐﾉｶﾜ ﾏﾅ 小6

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

4 イトマン港北 1736 戸津川莉央 ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1737 木所美音楽 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ 小6

1739 児玉　海生 ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ 小5
1735 川又　彩乃 ｶﾜﾏﾀ ｱﾔﾉ 小6

5 イ ト マ ン 2607 小塚　輝子 ｺﾂﾞｶ ﾋｶﾙｺ 小6
ｲﾄﾏﾝ 学童 2606 寺﨑　万凛 ﾃﾗｻｷ ﾏﾘﾝ 小6

2604 中屋敷咲月 ﾅｶﾔｼｷ ｻﾂｷ 小6
2605 林田　波音 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾉ 小6

6 深谷ＳＣ浜松 2070 川村　純令 ｶﾜﾑﾗ ｽﾐﾚ 小6
FSCﾊﾏﾏﾂ 学童 2073 山田奈央子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 小5

2071 磯本　彩花 ｲｿﾓﾄ ｱﾔｶ 小6
2072 青木　咲笑 ｱｵｷ ｻｴ 小6

7 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 570 倉林さくら ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 小6

569 高山　愛香 ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶ 小6
573 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 小6
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