
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. 21 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:41.61
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 コナミ天王町 1315 石田　詩織 ｲｼﾀﾞ ｼｵﾘ 小6
ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ 1316 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 小5

1313 星野　紗月 ﾎｼﾉ ｻﾂｷ 中1
1314 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 中1

2 ＦーＢＩＧ 258 行方　悠莉 ﾅﾒｶﾀ ﾕｳﾘ 小6
F-BIG 256 近澤　卯菜 ﾁｶｻﾞﾜ ｳﾅ 小6

255 手塚　　凜 ﾃﾂﾞｶ ﾘﾝ 中1
257 行方　美祐 ﾅﾒｶﾀ ﾐﾕｳ 小6

3 フィッツ甲府 1609 古田　真夕 ﾌﾙﾀ ﾏﾕ 小6
ﾌｨｯﾂｺｳﾌ 1608 岩崎美伊菜 ｲﾜｻｷ ﾐｲﾅ 小6

1606 猪股　瀬名 ｲﾉﾏﾀ ｾﾅ 中1
1607 望月　みく ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｸ 中1

4 コナミ青葉台 1417 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 小6
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 1416 荒瀬きらり ｱﾗｾ ｷﾗﾘ 中1

1414 佐久間　彩 ｻｸﾏ ｱﾔ 中1
1415 日木　ソマ ﾋｷ ｿﾏ 中1

5 スウィン埼玉 577 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 小6
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 573 大木　茉紘 ｵｵｷ ﾏﾋﾛ 中1

576 猪越　風音 ｲﾉｺｼ ｶｻﾞﾈ 小6
575 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 中1

6 藤村ＳＳ 1013 矢﨑　真衣 ﾔｻﾞｷ ﾏｲ 中1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 1015 上野愛美香 ｳｴﾉ ｱﾐｶ 小6

1012 日置　亜美 ﾋｵｷ ｱﾐ 中1
1014 押田　茉桜 ｵｼﾀﾞ ﾏｵ 小6

7 コナミ林間 1336 溝呂木舞波 ﾐｿﾞﾛｷ ﾏﾅﾐ 小6
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1335 髙坂彩由実 ｺｳｻｶ ｱﾕﾐ 小6

1334 下之園瞳美 ｼﾓﾉｿﾝ ﾋﾄﾐ 小6
1337 猪田明日香 ｲﾉﾀﾞ ｱｽｶ 小6
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スタートリスト

競技No. 21 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:41.61
１１～１２歳        大会記録  1:50.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 コナミ西宮 2456 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 中1
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2457 衛門　麗未 ｴﾓﾝ ﾂｸﾞﾐ 小6

2458 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 小6
2455 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 中1

2 名鉄Ｓ新瀬戸 1988 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 小6
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 1984 川井　璃磨 ｶﾜｲ ﾘﾏ 中1

1986 前田　香恋 ﾏｴﾀﾞ ｶﾚﾝ 小6
1987 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 小6

3 三菱養和ＳＳ 1069 正木　里帆 ﾏｻｷ ﾘﾎ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1066 山口　知奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾅ 中1

1068 小野真里会 ｵﾉ ﾏﾘｴ 中1
1067 横川　汐音 ﾖｺｶﾜ ｼｵﾝ 中1

4 マリン西新井 1107 内藤　栞音 ﾅｲﾄｳ ｼｵﾝ 中1
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 1108 髙橋　萌加 ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ 小6

1106 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 中1
1109 伊藤　茉優 ｲﾄｳ ﾏﾋﾛ 小6

5 コナミ北浦和 468 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 中1
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 中学 470 志賀　美月 ｼｶﾞ ﾐﾂﾞｷ 中1

471 松浦帆乃加 ﾏﾂｳﾗ ﾎﾉｶ 中1
469 平田　真尋 ﾋﾗﾀ ﾏﾋﾛ 中1

6 スウィン熊谷 430 石井　　翠 ｲｼｲ ﾐﾄﾞﾘ 小6
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 427 島崎　佑美 ｼﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 小6

431 吉原　怜奈 ﾖｼﾊﾗ ﾚｲﾅ 小5
429 栗島優都紀 ｸﾘｼﾏ ﾕｽﾞｷ 小6

7 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1515 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 小6
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 1512 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 中1

1514 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 小6
1513 鎌田　織衣 ｶﾏﾀﾞ ｵﾘｴ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 ＪＳＳ大久保 2882 板井　楓佳 ｲﾀｲ ﾌｳｶ 中1
JSSｵｵｸﾎﾞ 2883 坂本　未歩 ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ 中1

2884 信川　絢里 ﾉﾌﾞｶﾜ ｱﾔﾘ 小6
2498 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 中1

2 イ ト マ ン 2238 奥田　　凜 ｵｸﾀﾞ ﾘﾝ 中1
ｲﾄﾏﾝ 2239 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 小6

2240 中本　光海 ﾅｶﾓﾄ ﾐﾂﾐ 小6
2241 津田絵梨那 ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ 小5

3 ジャパン観 2697 荻田　朱理 ｵｷﾞﾀ ｱｶﾘ 小6
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 2698 好川あゆみ ﾖｼｶﾜ ｱﾕﾐ 小6

2696 古西　育巳 ｺﾆｼ ｲｸﾐ 小6
2695 前川　紗佑 ﾏｴｶﾜ ｻﾕ 中1

4 東京ＳＣ 955 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 951 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 中1

953 鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 中1
952 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 中1

5 スウィン鷲宮 597 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ 中1
SWﾜｼﾐﾔ 598 長瀬　立子 ﾅｶﾞｾ ﾘｺ 中1

599 澤原　英里 ｻﾜﾊﾗ ｴﾘ 小6
600 染谷　紫温 ｿﾒﾔ ｼｵﾝ 小6

6 ｽｳｨﾝ南越谷 634 荻原　　唯 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｲ 小6
SWﾅﾝｺｼ 632 武田　彩佑 ﾀｹﾀﾞ ｱﾕ 中1

635 保科　優希 ﾎｼﾅ ﾕｳｷ 小6
636 佐藤　未桜 ｻﾄｳ ﾐｵ 小6

7 スウィン大教 549 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 小6
SWﾀﾞｲｷｮｳ 547 長谷川りお ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｵ 中1

548 佐藤　永愛 ｻﾄｳ ｴﾅ 中1
550 音喜多七心 ｵﾄｷﾀ ﾅﾅﾐ 小6

8 スウィン高崎 353 小池　姫歌 ｺｲｹ ﾋﾒｶ 小6
SWﾀｶｻｷ 350 秋谷　里実 ｱｷﾔ ｻﾄﾐ 中1

351 三浦　朋子 ﾐｳﾗ ﾄﾓｺ 中1
352 樋口　歩夢 ﾋｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 中1
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