
第42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     
                                                  
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   4組 日本記録  1:40.95
10歳以下            大会記録  1:57.76

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1429 吉澤麗花亜 ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾌｱ 小5
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1428 金井亜緒依 ｶﾅｲ ｱｵｲ 小5

1430 新里　美羽 ｼﾝｻﾞﾄ ﾐｳ 小4
1431 伊勢　心羽 ｲｾ ｺｺﾊ 小4

4 金町ＳＣ 879 菊池　　遥 ｷｸﾁ ﾖｳ 小5
ｶﾅﾏﾁSC 学童 880 久保田　蘭 ｸﾎﾞﾀ ﾗﾝ 小5

881 岡田　七海 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 小4
877 岩井　梨子 ｲﾜｲ ﾘｺ 小5

5 コナミ香里園 2364 杉本　奈渚 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾅ 小5
ｺﾅﾐｺｳﾘｴﾝ 学童 2363 下里ゆうあ ｼﾓｻﾄ ﾕｳｱ 小5

2365 佐々木　綾 ｻｻｷ ｱﾔ 小4
2362 河原　寧音 ｶﾜﾊﾗ ﾈﾈ 小5

6 ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ 310 大山　　花 ｵｵﾔﾏ ﾊﾅ 小5
EAGLE 学童 312 遠藤　　遥 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 小4

311 鳥光　紀花 ﾄﾘﾐﾂ ﾉｱ 小4
313 関谷　　文 ｾｷﾔ ﾌﾐ 小4

7

8

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 アンタレスSS 280 松木　梓紗 ﾏﾂｷ ｱｽﾞｻ 小4

ｱﾝﾀﾚｽSS 学童 278 栗原　幸来 ｸﾘﾊﾗ ｻﾗ 小5
279 中村　麻乃 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾉ 小5
281 本間　虹花 ﾎﾝﾏ ﾅﾅﾊ 小3

1 イトマン中村 1850 杉浦　遥香 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙｶ 小4
ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 学童 1847 井上　澄奏 ｲﾉｳｴ ｽﾐｶ 小5

1849 古川　都羽 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾜ 小5
1848 住田　蘭奈 ｽﾐﾀﾞ ﾗﾝﾅ 小5

2 ﾒｶﾞﾛｽ八王子 1107 水谷　朱璃 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｶﾘ 小5
ﾒｶﾞﾛｽﾊﾁ 学童 1108 新居　那菜 ｱﾗｲ ﾅﾅ 小4

1109 西村　美咲 ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｷ 小4
1110 坪井　美空 ﾂﾎﾞｲ ﾐｸ 小4

3 イトマン港北 1552 本保花菜子 ﾓﾄﾔｽ ｶﾅｺ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1550 妻木　唯凪 ﾂﾏｷ ﾕｲﾅ 小5

1549 村松　汐里 ﾑﾗﾏﾂ ｼｵﾘ 小5
1551 村上　心都 ﾑﾗｶﾐ ｺﾄ 小4

4 東京ＳＣ 949 寺西　美知 ﾃﾗﾆｼ ﾐﾁ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 953 酒葉　理穂 ｻｶﾊﾞ ﾘﾎ 小4

955 菅　　七海 ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ 小4
954 鯨井あぐり ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ 小4

5 スウィン大宮 403 田熊　紗也 ﾀｸﾞﾏ ｻﾔ 小4
SWｵｵﾐﾔ 学童 402 髙山　紫妃 ﾀｶﾔﾏ ｼｷ 小5

404 足立　優希 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ 小4
405 下田　美心 ｼﾓﾀﾞ ﾐｺ 小4

6 コナミ船堀 1111 大木　優奈 ｵｵｷ ﾕﾅ 小5
ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ 学童 1112 大野真結子 ｵｵﾉ ﾏﾕｺ 小5

1114 髙木　梨央 ﾀｶｷﾞ ﾘｵ 小4
1113 荻島　柚良 ｵｷﾞｼﾏ ﾕﾗ 小5

7 マリン西新井 1088 川西　咲依 ｶﾜﾆｼ ｻｴ 小3
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 学童 1087 割方　唯寧 ﾜﾘｶﾀ ﾕｲﾅ 小3

1086 齋藤　日菜 ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 小4
1085 繋　　結杏 ﾂﾅｷﾞ ﾕｱ 小5

8 スウィン越谷 567 保村　咲那 ﾔｽﾑﾗ ｻﾅ 小4
SWｺｼｶﾞﾔ 学童 568 坂本　愛茉 ｻｶﾓﾄ ｴﾏ 小4

569 戸張　真子 ﾄﾊﾞﾘ ﾏｺ 小4
566 板谷久瑠実 ｲﾀﾔ ｸﾙﾐ 小5

9 ｽｳｨﾝみよし 595 吉原　優花 ﾖｼﾊﾗ ﾕｶ 小4
SWﾐﾖｼ 学童 592 中谷　陽香 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾙｶ 小4

596 板山　桃花 ｲﾀﾔﾏ ﾓｶ 小3
593 鈴木　瑠華 ｽｽﾞｷ ﾙｶ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 イトマン京都 2196 能勢　水音 ﾉｾ ﾐｵﾄ 小5

ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2198 小石　春菜 ｺｲｼ ﾊﾙﾅ 小4
2199 桝本　　空 ﾏｽﾓﾄ ｿﾗ 小4
2201 青沼　凪紗 ｱｵﾇﾏ ﾅｷﾞｻ 小3

1 アーデル 683 松丸　　結 ﾏﾂﾏﾙ ﾕｲ 小5
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 681 高谷　橙和 ﾀｶﾔ ﾄﾜ 小5

684 野口　華穂 ﾉｸﾞﾁ ｶﾎ 小4
682 岸野　妃菜 ｷｼﾉ ﾋﾅ 小5

2 あかやまＳＳ 212 中澤　桃菜 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ 小5
ｱｶﾔﾏSS 学童 214 武田　結蘭 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾗ 小4

215 内田　小春 ｳﾁﾀﾞ ｺﾊﾙ 小4
213 齋藤　海遥 ｻｲﾄｳ ﾐﾊﾙ 小4

3 スウィン加須 469 藤倉　来羽 ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾊﾈ 小5
ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 学童 472 笠原　未咲 ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ 小4

470 矢島香月葉 ﾔｼﾞﾏ ｶﾂﾞﾊ 小5
471 石川　愛徠 ｲｼｶﾜ ｱｲﾗ 小5

4 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1174 栗本かれん ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1175 佐藤　桜羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 小4

1178 日名子凛菜 ﾋﾅｺﾞ ﾘﾝﾅ 小3
1177 後藤　一花 ｺﾞﾄｳ ｲﾁｶ 小4

5 ｽｳｨﾝふじみ野 585 岩﨑　天琉 ｲﾜｻｷ ｱﾒﾙ 小4
SWﾌｼﾞﾐﾉ 学童 584 神谷　　雫 ｶﾐﾔ ｼｽﾞｸ 小4

586 山田　利華 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶ 小4
583 入江　　愛 ｲﾘｴ ｱｲ 小5

6 コナミ伏見 2150 酒井　幸愛 ｻｶｲ ｻｴ 小4
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2151 下坂明花里 ｼﾓｻｶ ｱｶﾘ 小4

2148 立原　萌々 ﾀﾃﾊﾗ ﾓﾓ 小5
2149 川中　芽依 ｶﾜﾅｶ ﾒｲ 小5

7 初芝ＳＳ 2397 阪井　葵心 ｻｶｲ ｱｵｲ 小5
ﾊﾂｼﾊﾞSS 学童 2398 佐伯　陽菜 ｻｴｷ ﾊﾙﾅ 小4

2399 末澤　心絆 ｽｴｻﾞﾜ ｺｺﾅ 小4
2396 春次　真衣 ﾊﾙﾂｸﾞ ﾏｲ 小5

8 ｲﾄﾏﾝ西神戸 2677 中村　綺那 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ 小5
ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 学童 2680 前原子々夏 ﾏｴﾊﾗ ｺｺﾅ 小4

2678 清水　舞帆 ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ 小5
2681 檀野　紗良 ﾀﾞﾝﾉ ｻﾗ 小4

9 稲毛インター 716 桑田　奈々 ｸﾜﾀ ﾅﾅ 小4
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 学童 718 漆戸　友里 ｳﾙｼﾄﾞ ﾕﾘ 小4

717 仲澤　昊舞 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｺﾏ 小4
715 関　咲也子 ｾｷ ｻﾔｺ 小5
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 イ ト マ ン 2312 後藤　寛奈 ｺﾞﾄｳ ｶﾝﾅ 小5

ｲﾄﾏﾝ 学童 2314 木島　美月 ｷｼﾞﾏ ﾐﾂｷ 小5
2315 本岡　由琴 ﾓﾄｵｶ ﾕｺ 小4
2311 吉田　弥玲 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾚｲ 小5

1 柏洋・柏 724 関根悠芽乃 ｾｷﾈ ﾕﾒﾉ 小5
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 学童 725 松村　里咲 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｻ 小5

726 石黒　碧唯 ｲｼｸﾞﾛ ｱｵｲ 小5
727 杤本　美花 ﾄﾁﾓﾄ ﾐｶ 小4

2 はるおか赤間 2921 久保田綺星 ｸﾎﾞﾀ ｷﾗﾘ 小5
ﾊﾙｵｶｱｶﾏ 学童 2924 北脇　真帆 ｷﾀﾜｷ ﾏﾎ 小4

2922 柴尾　　紬 ｼﾊﾞｵ ﾂﾑｷﾞ 小4
2923 宮原　叶望 ﾐﾔﾊﾗ ｶﾅﾐ 小4

3 スウィン北本 418 遠藤　　朱 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 小5
SWｷﾀﾓﾄ 学童 417 森　　香乃 ﾓﾘ ｶﾉ 小5

419 塚田　陽菜 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 小4
420 桜井　花菜 ｻｸﾗｲ ｶﾅ 小4

4 京都踏水会 2163 塚本　結衣 ﾂｶﾓﾄ ﾕｲ 小5
ﾄｳｽｲｶｲ 学童 2162 奥田　菜月 ｵｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 小5

2170 森澤　颯月 ﾓﾘｻﾜ ｻﾂｷ 小4
2166 大秦　清峯 ｵｵﾊﾀ ｻﾔﾈ 小5

5 ｽｳｨﾝ高島平 1097 寺山　璃音 ﾃﾗﾔﾏ ﾘｵﾝ 小5
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 学童 1095 勝呂　一愛 ｽｸﾞﾛ ｲﾁｱ 小5

1096 小出　桜音 ｺｲﾃﾞ ｵﾄ 小5
1094 野田　麻央 ﾉﾀﾞ ﾏｵ 小5

6 イトマン王寺 2700 山内　颯華 ﾔﾏｳﾁ ﾌｳｶ 小5
ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 学童 2701 木藤　　晴 ｷﾄｳ ﾊﾙ 小4

2703 山中　心愛 ﾔﾏﾅｶ ｺｺｱ 小4
2704 牛田　明里 ｳｼﾀﾞ ｱｶﾘ 小4

7 東京ＤＣ 961 大江萌々香 ｵｵｴ ﾓﾓｶ 小5
ﾄｳｷｮｳDC 学童 963 土屋　　愛 ﾂﾁﾔ ｱｲ 小4

960 木村　心香 ｷﾑﾗ ﾎﾉｶ 小5
962 佐藤　　渚 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 小4

8 スウィン高崎 344 渡辺　佳愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉｱ 小4
SWﾀｶｻｷ 学童 341 松嶋　　花 ﾏﾂｼﾏ ﾊﾅ 小5

342 永井　茉緒 ﾅｶﾞｲ ﾏｵ 小5
343 大塚　萌生 ｵｵﾂｶ ﾒｲ 小5

9 イトマン守谷 249 佐藤　心音 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 小4
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 学童 248 阿部　未咲 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 小5

251 平嶋日葉里 ﾋﾗｼﾏ ﾋﾖﾘ 小4
250 内橋　乃蒼 ｳﾁﾊｼ ﾉｱ 小4
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