
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. 57 女子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:55.13
１０歳以下          大会記録  2:12.20

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2 ＮＡＣＬ 2248 星山　茅奈 ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ 小5
NACL 学童 2246 大畑　茉友 ｵｵﾊﾀ ﾏﾕ 小5

2249 正垣　満帆 ｼｮｳｶﾞｷ ﾏﾎ 小4
2247 木村　瑞希 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 小5

3 東京ＤＣ 974 今野凛々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 小5
ﾄｳｷｮｳDC 学童 973 長谷川桃香 ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 小5

975 國井　七望 ｸﾆｲ ﾅﾅﾐ 小4
976 石田　結愛 ｲｼﾀﾞ ﾕｱ 小4

4 田柄ＳＣ 913 竹葉　智子 ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ 小4
ﾀｶﾞﾗSC 学童 910 宮澤　まこ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｺ 小5

912 浅野　花乃 ｱｻﾉ ｶﾉ 小5
911 井上　美優 ｲﾉｳｴ ﾐﾕ 小5

5 名鉄ＳＳ刈谷 1928 池田　亜優 ｲｹﾀﾞ ｱﾕ 小5
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 1927 磯村　美帆 ｲｿﾑﾗ ﾐﾎ 小5

1930 酒井　涼花 ｻｶｲ ｽｽﾞｶ 小5
1929 村松　愛理 ﾑﾗﾏﾂ ｱｲﾘ 小5

6 SW大教大宮東 442 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 小5
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 444 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 小4

441 高橋　　環 ﾀｶﾊｼ ﾀﾏｷ 小5
443 関　　優奈 ｾｷ ﾕｳﾅ 小4

7 イトマン港北 1545 佐藤ななみ ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1544 加納　莉帆 ｶﾉｳ ﾘﾎ 小5

1542 岡崎　栞奈 ｵｶｻﾞｷ ｶﾝﾅ 小5
1543 塚田　璃梨 ﾂｶﾀﾞ ﾘﾘ 小5
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水路 チーム名 泳者 学年
学校
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0

1

2 金田ＳＣ 866 川口　栞奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾝﾅ 小5
ｶﾈﾀﾞSC 学童 865 柳　　優花 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｶ 小5

864 大石　啓莉 ｵｵｲｼ ﾋﾗﾘ 小5
867 占部　凜奈 ｳﾗﾍﾞ ﾘﾝﾅ 小4

3 スウィン埼玉 580 稲垣　佑理 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ 小5
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 579 四ッ屋ちひろ ﾖﾂﾔ ﾁﾋﾛ 小5

581 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 小5
583 佐藤　　茜 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 小4

4 大阪水泳学校 2297 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 小4
OSAKA.SG 学童 2296 池田　香澄 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ 小5

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

5 東京ＳＣ 961 丹治めぐみ ﾀﾝｼﾞ ﾒｸﾞﾐ 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
960 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 小4

6 ｲﾄﾏﾝ東伏見 850 小鍛冶茉里 ｺｶｼﾞ ﾏﾘ 小5
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 849 常盤　絢音 ﾄｷﾜ ｱﾔﾈ 小5

851 保泉まどか ﾎｲｽﾞﾐ ﾏﾄﾞｶ 小4
852 藤井　乙葉 ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ 小4

7 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 2881 渡邉　愛紗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｼｬ 小5
ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ 学童 1775 中田　麻莉 ﾅｶﾀﾞ ﾏﾘ 小5

1776 原田　夏帆 ﾊﾗﾀ ｶﾎ 小4
2880 吉田　花百 ﾖｼﾀﾞ ｶｵ 小5

8

9

Page: 2/2 Printing: 2013/08/27 10:08:45

加　盟

東  京

東  京

静  岡

東  京

埼  玉

大  阪


