
第３８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   フリーリレー   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 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1323 増本　響香 ﾏｽﾓﾄ ｷｮｳｶ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 1322 横尾　愛美 ﾖｺｵ ｱﾐ 小5

1321 片峯ひなた ｶﾀﾐﾈ ﾋﾅﾀ 小5
1324 佐々木暁音 ｻｻｷ ｱｶﾈ 小4

2 ｲﾄﾏﾝ富田林 2234 大西　彩友 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 小5
ﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼ 学童 2235 大西悠莉彩 ｵｵﾆｼ ﾕﾘｱ 小4

2232 高山　姫花 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾒｶ 小5
2233 松岡　美羽 ﾏﾂｵｶ ﾐﾜ 小5

3 スウィン加須 430 紺野　愛莉 ｺﾝﾉ ｱｲﾘ 小5
SWｶｿﾞ 学童 432 高橋　小雪 ﾀｶﾊｼ ｺﾕｷ 小5

429 井上　日向 ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾀ 小5
431 水村　月菜 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾙﾅ 小5

4 東京ＳＣ 873 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小3
ﾄｳｷｮｳSC 学童 870 初谷　紗奈 ﾊﾂｶﾞｲ ｻﾅ 小4

868 天下谷朱羽 ｱﾏｶﾞｲ ｼｭｳ 小5
869 丹治美奈子 ﾀﾝｼﾞ ﾐﾅｺ 小5

5 枚方ＳＳ 2215 吉本　　翼 ﾖｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2214 大野　聡子 ｵｵﾉ ｻﾄｺ 小5

2212 藤本　　穏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ 小5
2211 佐藤　　夢 ｻﾄｳ ﾕﾒ 小5

6 金町ＳＣ 791 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 789 菅野　奈美 ｶﾝﾉ ﾅﾐ 小5

788 加藤　空璃 ｶﾄｳ ｿﾗﾘ 小5
790 菊池　　晴 ｷｸﾁ ﾊﾙ 小4

7 コナミ西宮 2328 西河　輝峰 ﾆｼｶﾜ ｷﾎ 小5
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 学童 2331 衛門　果穂 ｴﾓﾝ ｶﾎ 小4

2330 桜井　　零 ｻｸﾗｲ ﾚｲ 小4
2329 松本　悠里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 小4
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第３８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   フリーリレー   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

2組
0

1 名鉄Ｓ新瀬戸 1849 村越はなね ﾑﾗｺｼ ﾊﾅﾈ 小5
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 学童 1851 藤尾　　和 ﾌｼﾞｵ ｱｴ 小4

1850 久保田純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 小5
1848 佐藤　里帆 ｻﾄｳ ﾘﾎ 小5

2 東邦ＳＣ 1759 小島　光丘 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 小4
ﾄｳﾎｳSC 学童 1758 荒嶋　祐佳 ｱﾗｼﾏ ﾕｳｶ 小4

1756 寺田　夢空 ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾗ 小5
1757 倉知かのん ｸﾗﾁ ｶﾉﾝ 小4

3 ｽｳｨﾝ大宮南 488 大野　由藍 ｵｵﾉ ﾕﾗ 小5
SWｵｵﾐﾔﾐﾅ 学童 487 伊藤　里紗 ｲﾄｳ ﾘｻ 小5

490 小沢　美羽 ｵｻﾞﾜ ﾐｳ 小3
489 白子　姫菜 ｼﾗｺ ﾋﾅ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1152 山田　　聖 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 小5
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1153 福島　那菜 ﾌｸｼﾏ ﾅﾅ 小4

1151 双木　梨央 ﾅﾐｷ ﾘｵ 小5
1154 花木　愛海 ﾊﾅｷ ｱｲﾐ 小4

5 コナミ青葉台 1301 菅沼　　雅 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾔﾋﾞ 小5
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1303 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 小4

1304 村田　瑠奈 ﾑﾗﾀ ﾙﾅ 小4
1302 大岡　麻結 ｵｵｵｶ ﾏｲ 小5

6 三菱養和ＳＳ 968 宮坂　仁子 ﾐﾔｻｶ ﾆｺ 小5
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 970 山田奈央子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 小5

971 天野　可蓮 ｱﾏﾉ ｶﾚﾝ 小4
969 葛原　　舞 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏｲ 小5

7 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 601 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 小5
ｾ･ｳﾗﾔｽ 学童 600 古川　夏凪 ﾌﾙｶﾜ ｶﾅ 小5

602 谷川　由依 ﾀﾆｶﾜ ﾕｲ 小4
603 山口　真裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 小4
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