
第36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    200m   リレー   予選   2組 日本記録  1:41.61
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 イトマン横浜 1476 佐藤　里乃 ｻﾄｳ ﾘﾉ 小5
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 1477 岩澤　優沙 ｲﾜｻﾜ ﾕｽﾞ 小4

1478 赤塚野乃子 ｱｶﾂｶ ﾉﾉｺ 小4
1479 中田圭帆子 ﾅｶﾀﾞ ｶﾎｺ 小3

3 イトマン港北 1542 岡崎　栞奈 ｵｶｻﾞｷ ｶﾝﾅ 小5
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1543 塚田　璃梨 ﾂｶﾀﾞ ﾘﾘ 小5

1546 桑原　美優 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 小4
1545 佐藤ななみ ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 小4

4 大阪水泳学校 2296 池田　香澄 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ 小5
OSAKA.SG 学童 2298 本田麻里奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ 小4

2295 堀井　紀沙 ﾎﾘｲ ｷｻ 小5
2297 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 小4

5 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1271 青木　夏澄 ｱｵｷ ｶｽﾐ 小5
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 学童 1273 坂本　　愛 ｻｶﾓﾄ ｱｲ 小5

1274 杉原　優菜 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ 小4
1272 青木裕里子 ｱｵｷ ﾕﾘｺ 小5

6 スウィン東光 508 小松崎まひろ ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾏﾋﾛ 小5
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 学童 506 松本　和佳 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 小5

505 伊藤妃奈美 ｲﾄｳ ﾋﾅﾐ 小5
507 関根　万紘 ｾｷﾈ ﾏﾋﾛ 小5

7 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1554 須田　彩叶 ｽﾀﾞ ｻﾔｶ 小4
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 学童 1552 平山絵未衣 ﾋﾗﾔﾏ ｴﾐｲ 小5

1553 徳弘　祐季 ﾄｸﾋﾛ ﾕｳｷ 小4
1551 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 小5
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2組
0

1 コナミ杁中 1894 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 小5
ｺﾅﾐｲﾘﾅｶ 学童 1895 洞地　利佳 ﾎﾗﾁ ﾘｶ 小5

1893 髙岡　愛音 ﾀｶｵｶ ｱﾏﾈ 小5
1896 堀　　杏菜 ﾎﾘ ｱﾝﾅ 小5

2 東京ＳＣ 960 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 962 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 小4

964 畑尾　百乃 ﾊﾀｵ ﾓﾓﾉ 小4
963 松野　莉子 ﾏﾂﾉ ﾘｺ 小4

3 コナミ北浦和 473 油布　彩花 ﾕﾌ ｱﾔｶ 小5
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 472 奧山　沙羅 ｵｸﾔﾏ ｻﾗ 小5

474 石橋　彩愛 ｲｼﾊﾞｼ ｻｲｱ 小4
475 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 小3

4 スウィン埼玉 581 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 小5
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 580 稲垣　佑理 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ 小5

582 桂島　春妃 ｶﾂﾗｼﾞﾏ ﾊﾙﾋ 小4
583 佐藤　　茜 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 小4

5 田柄ＳＣ 910 宮澤　まこ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｺ 小5
ﾀｶﾞﾗSC 学童 911 井上　美優 ｲﾉｳｴ ﾐﾕ 小5

914 東後　優奈 ﾄｳｺﾞ ﾕﾅ 小4
913 竹葉　智子 ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ 小4

6 ＮＡＣＬ 2249 正垣　満帆 ｼｮｳｶﾞｷ ﾏﾎ 小4
NACL 学童 2246 大畑　茉友 ｵｵﾊﾀ ﾏﾕ 小5

2248 星山　茅奈 ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ 小5
2247 木村　瑞希 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 小5

7 コナミ東加古 2432 小東　あい ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ 小5
ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 学童 2430 森本ひなた ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅﾀ 小5

2429 藤井　咲衣 ﾌｼﾞｲ ｻｴ 小5
2431 菅野　百花 ｽｶﾞﾉ ﾓﾓｶ 小5
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