
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. 19 女子    4x50m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  1:40.95
11-12歳             大会記録  1:50.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 ＪＳＳ宝塚 2594 村上　優菜 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ 中1
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 2595 三原　寛奈 ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ 中1

2596 北村　安梨 ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾘ 中1
2597 南　　侑愛 ﾐﾅﾐ ﾕｱ 小6

4 ｲﾄﾏﾝ西神戸 2676 上田菜々葉 ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ 小6
ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 2674 森　　絆菜 ﾓﾘ ｷｽﾞﾅ 中1

2675 西海　穂泉 ﾆｼｳﾐ ﾎｽﾞﾐ 中1
2673 清水　南帆 ｼﾐｽﾞ ﾅﾎ 中1

5 Ｖトピア一宮 1976 渡辺　真央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 中1
VSCｲﾁﾉﾐﾔ 1975 岩田　帆海 ｲﾜﾀ ﾎﾅﾐ 中1

1974 三輪　湖晴 ﾐﾜ ｺﾊﾙ 中1
1977 加藤あおい ｶﾄｳ ｱｵｲ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 イトマン港北 1545 加藤　莉桜 ｶﾄｳ ﾘｵ 小6

ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1548 児玉　海生 ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ 小6
1546 須藤璃々花 ｽﾄﾞｳ ﾘﾘｶ 小6
1544 木所美音楽 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ 中1

1 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 1780 大嶽　杏奈 ｵｵﾀﾞｹ ｱﾝﾅ 中1
ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ 1781 塚本　彩和 ﾂｶﾓﾄ ｻﾜ 小6

1782 影山　采音 ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾔﾈ 小6
1783 宮下　弥優 ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕｳ 小6

2 アクラブ調布 853 青山　詩乃 ｱｵﾔﾏ ｼﾉ 小6
AQLUB CH 851 磯野　真優 ｲｿﾉ ﾏﾕ 中1

852 福岡　奈莉 ﾌｸｵｶ ﾅﾘ 小6
850 島村茉夕妃 ｼﾏﾑﾗ ﾏﾕｷ 中1

3 ｽｳｨﾝ南越谷 603 原　菜々花 ﾊﾗ ﾅﾅｶ 中1
SWﾅﾝｺｼ 606 諏訪　叶夢 ｽﾜ ｶﾉﾝ 小6

605 菅谷　真采 ｽｶﾞﾀﾆ ﾏｺﾄ 中1
604 大髙　唯藍 ｵｵﾀｶ ﾕｱ 中1

4 藤村ＳＳ 986 加藤　結音 ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 中1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 989 坂本昌哩杏 ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ 小6

985 石田　笑紅 ｲｼﾀﾞ ｴｸ 中1
988 瀬田　夕凪 ｾﾀ ﾕｳﾅ 小6

5 スウィン大教 486 園部ゆあら ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ 小6
SWﾀﾞｲｷｮｳ 学童 487 本田奈々美 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 小6

488 植田　優奈 ｳｴﾀﾞ ﾕﾅ 小6
485 谷口　月彩 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙｲ 小6

6 スウィン越谷 561 仲地亜里沙 ﾅｶﾁ ｱﾘｻ 中1
SWｺｼｶﾞﾔ 564 小金澤花璃 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾊﾅﾘ 小5

563 中條　結菜 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕｳﾅ 中1
562 三浦　萌々 ﾐｳﾗ ﾓﾓ 中1

7 スウィン前橋 353 須永ひとは ｽﾅｶﾞ ﾋﾄﾊ 中1
SWﾏｴﾊﾞｼ 356 関根　梨桜 ｾｷﾈ ﾘｵ 小6

354 森田　一琉 ﾓﾘﾀ ｲﾁﾙ 中1
355 角　　彩綾 ｽﾐ ｻｱﾔ 中1

8 京都踏水会 2159 森澤比愛里 ﾓﾘｻﾜ ﾋﾖﾘ 中1
ﾄｳｽｲｶｲ 2160 貝瀬　結香 ｶｲｾ ﾕｲｶ 小6

2161 中村　彩楽 ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ 小6
2158 谷川　　椛 ﾀﾆｶﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸 763 近藤　　遥 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 中1

DSCﾏﾂﾄﾞ 765 佐々木きらら ｻｻｷ ｷﾗﾗ 小6
764 本吉　未空 ﾓﾄﾖｼ ﾐｸ 中1
762 森住咲百合 ﾓﾘｽﾞﾐ ｻﾕﾘ 中1

1 アーデル 679 松丸　　凛 ﾏﾂﾏﾙ ﾘﾝ 小6
ｱｰﾃﾞﾙ 677 三谷　果也 ﾐﾂﾔ ｶﾔ 中1

678 高谷　春妃 ﾀｶﾔ ﾊﾙﾋ 小6
680 渡辺綺良莉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 小6

2 コナミ天王町 1330 鎌田　実優 ｶﾏﾀ ﾐｭｳ 中1
ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ 1332 亀井　彩華 ｶﾒｲ ｻﾔｶ 中1

1331 福田佳奈美 ﾌｸﾀﾞ ｶﾅﾐ 中1
1333 川島　紗波 ｶﾜｼﾏ ｻﾅﾐ 小6

3 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1423 山口　亜茶 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻ 小6
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1427 成田　陽和 ﾅﾘﾀ ﾋﾖﾘ 小5

1424 鈴木　ゆな ｽｽﾞｷ ﾕﾅ 小6
1426 前田亜莉紗 ﾏｴﾀﾞ ｱﾘｻ 小6

4 金町ＳＣ 874 川俣　　紬 ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ 中1
ｶﾅﾏﾁSC 873 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 中1

876 大森　美桜 ｵｵﾓﾘ ﾐｵ 小5
872 山谷　眞桜 ﾔﾏﾔ ﾏｵ 中1

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1511 宍戸　梨穂 ｼｼﾄﾞ ﾘﾎ 中1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1512 山本　千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 中1

1513 石川　結菜 ｲｼｶﾜ ﾕｲﾅ 小6
1514 小林久奈乃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾉ 小5

6 ヤクルト東 74 盛　　唱實 ﾓﾘ ﾄﾅﾐ 小6
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 72 小笠原佳穂 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾎ 中1

71 成田由佳里 ﾅﾘﾀ ﾕｶﾘ 中1
73 八木澤麻衣 ﾔｷﾞｻﾜ ﾏｲ 小6

7 スウィン浦和 613 日下部麗奈 ｸｻｶﾍﾞ ﾚﾅ 中1
SWｳﾗﾜ 614 上田　麻琴 ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ 小6

612 藤谷　　操 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾐｻｵ 中1
615 鈴木　未柑 ｽｽﾞｷ ﾐｶﾝ 小6

8 イ ト マ ン 2309 乾アナスタシヤ ｲﾇｲ ｱﾅｽﾀｼﾔ 小6
ｲﾄﾏﾝ 2307 寺﨑　万凛 ﾃﾗｻｷ ﾏﾘﾝ 中1

2310 山本　真子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 小6
2308 小塚　輝子 ｺﾂﾞｶ ﾋｶﾙｺ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 イトマン京都 2192 安達　愛菫 ｱﾀﾞﾁ ｱｷ 小6

ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 2191 伊藤　　舞 ｲﾄｳ ﾏｲ 中1
2194 有本　悠夏 ｱﾘﾓﾄ ﾕﾅ 小6
2195 大竹　結唯 ｵｵﾀｹ ﾕｲ 小6

1 コナミ西宮 2578 今井　陽花 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 中1
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2582 尾﨑　江子 ｵｻｷ ｴｺ 小6

2581 川崎　なな ｶﾜｻｷ ﾅﾅ 小6
2579 井ノ上萌々華 ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ 中1

2 林水泳教室 1308 ジーベイ海陽 ｼﾞｰﾍﾞｲ ｶｲﾗ 小6
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 1309 山中　波琉 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙ 小6

1310 森　千香子 ﾓﾘ ﾁｶｺ 小6
1307 スコット海綸 ｽｺｯﾄ ｶｲﾘ 中1

3 ｽｳｨﾝ高島平 1091 藤田　桃子 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｺ 中1
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 1090 加治屋翔菜 ｶｼﾞﾔ ｶﾅ 中1

1092 市東　結衣 ｼﾄｳ ﾕｲ 中1
1093 柏木　　桃 ｶｼﾜｷﾞ ﾓﾓ 小6

4 スウィン埼玉 506 山本　結月 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 中1
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 中学 508 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 中1

509 髙橋　彩加 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 中1
507 坂巻　奈央 ｻｶﾏｷ ﾅｵ 中1

5 東京ＳＣ 946 長谷明日香 ﾊｾ ｱｽｶ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 942 ロイド珠里亜 ﾛｲﾄﾞ ｼﾞｭﾘｱ 中1

947 竹澤　芦奈 ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ 小6
943 大和田幸那 ｵｵﾜﾀﾞ ﾕﾅ 中1

6 ユアー蕨 555 橋本　沙希 ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 中1
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 中学 554 小林　遙那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾅ 中1

553 松尾　芽衣 ﾏﾂｵ ﾒｲ 中1
552 中村　空碧 ﾅｶﾑﾗ ｿｱ 中1

7 ナントＳＣ 1717 中嶋　　碧 ﾅｶｼﾏ ｱｵ 小6
ﾅﾝﾄSC 学童 1719 平田　想奈 ﾋﾗﾀ ｿﾅ 小6

1718 丸山　はな ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾅ 小6
1720 高橋　歩花 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 小5

8 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 754 佐藤　由凪 ｻﾄｳ ﾕｳﾅ 小6
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 753 鬼塚　瑞稀 ｵﾆﾂﾞｶ ﾐｽﾞｷ 小6

752 帖佐　優生 ﾁｮｳｻ ﾕｲ 中1
751 園田　　唯 ｿﾉﾀﾞ ﾕｲ 中1

9 イトマン西神 2644 宮崎　若葉 ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ 小6
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 2642 藤川ひまり ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ 中1

2643 宮崎　青葉 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵﾊﾞ 小6
2645 魚住　優衣 ｳｵｽﾞﾐ ﾕｲ 小6
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