
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. 59 女子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:55.13
１１～１２歳        大会記録  2:00.65

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 名鉄Ｓ新瀬戸 1987 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 小6
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 1984 川井　璃磨 ｶﾜｲ ﾘﾏ 中1

1985 新美　稀悠 ﾆｲﾐ ﾏﾕ 中1
1988 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 小6

2 ｽｳｨﾝ南越谷 632 武田　彩佑 ﾀｹﾀﾞ ｱﾕ 中1
SWﾅﾝｺｼ 633 川﨑　　優 ｶﾜｻｷ ﾕｳ 中1

634 荻原　　唯 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｲ 小6
636 佐藤　未桜 ｻﾄｳ ﾐｵ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 1140 新井　楓加 ｱﾗｲ ﾌｳｶ 小6
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 1138 町井　志帆 ﾏﾁｲ ｼﾎ 中1

1141 向井　卯多 ﾑｶｲ ｳﾀ 小5
1139 酒井　望結 ｻｶｲ ﾐﾕ 小6

4 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

574 野本ひかる ﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ 中1
575 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 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 601 古関　郁香 ｺｾｷ ﾌﾐｶ 小6

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

6 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1514 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 小6
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 1512 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 中1

1513 鎌田　織衣 ｶﾏﾀﾞ ｵﾘｴ 小6
1515 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 小6

7 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 2556 重山　凜乃 ｼｹﾞﾔﾏ ﾘﾉ 小6
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 2555 嶋田　有希 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷ 中1

2554 五島　実咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 中1
2553 大西　　栞 ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 中1
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0

1 コナミ青葉台 1415 日木　ソマ ﾋｷ ｿﾏ 中1
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 1419 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 小6

1417 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 小6
1418 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 小6

2 ＦーＢＩＧ 257 行方　美祐 ﾅﾒｶﾀ ﾐﾕｳ 小6
F-BIG 255 手塚　　凜 ﾃﾂﾞｶ ﾘﾝ 中1

258 行方　悠莉 ﾅﾒｶﾀ ﾕｳﾘ 小6
256 近澤　卯菜 ﾁｶｻﾞﾜ ｳﾅ 小6

3 三菱養和ＳＳ 1068 小野真里会 ｵﾉ ﾏﾘｴ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1065 土屋夏南江 ﾂﾁﾔ ｶﾅｴ 中1

1066 山口　知奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾅ 中1
1069 正木　里帆 ﾏｻｷ ﾘﾎ 中1

4 スウィン熊谷 429 栗島優都紀 ｸﾘｼﾏ ﾕｽﾞｷ 小6
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 428 加藤　玲奈 ｶﾄｳ ﾚﾅ 小6

427 島崎　佑美 ｼﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 小6
430 石井　　翠 ｲｼｲ ﾐﾄﾞﾘ 小6

5 東京ＳＣ 955 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 958 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 小5

951 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 中1
952 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 中1

6 ＪＳＳ磐田 1812 樋口　朋花 ﾋｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 中1
JSSｲﾜﾀ 1815 内山　友那 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾅ 小6

1813 新井はる佳 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 小6
1814 松本　珠梨 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾘ 小6

7 マリン西新井 1106 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 中1
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 1107 内藤　栞音 ﾅｲﾄｳ ｼｵﾝ 中1

1108 髙橋　萌加 ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ 小6
1109 伊藤　茉優 ｲﾄｳ ﾏﾋﾛ 小6
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