
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. 21 女子    200m   フリーリレー   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 スウィン大教 451 増田　聖乃 ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾉ 中1

SWﾀﾞｲｷｮｳ 452 本田　遥香 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 小6
454 古俣　　桜 ｺﾏﾀ ｻｸﾗ 小5
453 黒須　せな ｸﾛｽ ｾﾅ 小6

1 コナミ杁中 1761 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 中1
ｺﾅﾐｲﾘﾅｶ 中学 1762 洞地　利佳 ﾎﾗﾁ ﾘｶ 中1

1760 加藤　唯菜 ｶﾄｳ ﾕｲﾅ 中1
1763 堀　　杏菜 ﾎﾘ ｱﾝﾅ 中1

2 真庭SC 2475 谷口　葉奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ 小6
ﾏﾆﾜSC 学童 2476 市　有優美 ｲﾁ ｱﾕﾐ 小6

2474 大垣　雛乃 ｵｵｶﾞｷ ﾋﾅﾉ 小6
2477 樋口　康子 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽｺ 小6

3 いずみ能登川 1953 野田　彩凪 ﾉﾀﾞ ｱﾔﾅ 中1
IZUMI 21 1956 小島明日香 ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ 小6

1955 中村　　椿 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｷ 小6
1954 山本　真矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾔ 小6

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1379 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1376 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 中1

1377 田中　夢乃 ﾀﾅｶ ﾕﾉ 中1
1380 遠藤　和夏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ 小6

5 ＮＡＣＬ 2110 星山　茅奈 ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ 中1
NACL 2111 正垣　満帆 ｼｮｳｶﾞｷ ﾏﾎ 小6

2108 久保田穂香 ｸﾎﾞﾀ ﾎﾉｶ 中1
2109 木村　瑞希 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 中1

6 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1209 青木裕里子 ｱｵｷ ﾕﾘｺ 中1
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 1211 石井　萌佳 ｲｼｲ ﾓｴｶ 小6

1208 青木　夏澄 ｱｵｷ ｶｽﾐ 中1
1210 坂本　　愛 ｻｶﾓﾄ ｱｲ 中1

7 ジャパン観 2537 牧野　桜子 ﾏｷﾉ ｻｸﾗｺ 小6
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 学童 2535 山下　理子 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 小6

2536 合田　美咲 ｺﾞｳﾀﾞ ﾐｻｷ 小6
2538 小西　加恋 ｺﾆｼ ｶﾚﾝ 小5

8 NECGSC玉川 1220 河村　優妃 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾋ 中1
NECGSC T 1219 山﨑　瞳子 ﾔﾏｻｷ ｱｲｺ 中1

1221 小池かのん ｺｲｹ ｶﾉﾝ 小6
1222 高橋　愛深 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾐ 小6

9 ＪＳＳ比良 1801 山田沙弥香 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ 中1
JSSﾋﾗ 中学 1799 宮脇　礼依 ﾐﾔﾜｷ ﾚｲ 中1

1802 小林　柚月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 中1
1800 松井　呼幸 ﾏﾂｲ ｺﾕｷ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 ＰＩＸＹＳＣ 518 野口　瑛美 ﾉｸﾞﾁ ｴﾐ 中1

PIXYSC 520 松倉　春奈 ﾏﾂｸﾗ ﾊﾙﾅ 小6
521 石山　小蒔 ｲｼﾔﾏ ｺﾏｷ 小6
519 森　　景子 ﾓﾘ ｹｲｺ 中1

1 大阪水泳学校 2169 池田　香澄 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ 中1
OSAKA.SG 2171 本田麻里奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ 小6

2168 堀井　紀沙 ﾎﾘｲ ｷｻ 中1
2170 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 小6

2 藤村ＳＳ 914 渡邉　優花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ 小6
ﾌｼﾞﾑﾗSS 911 菊地　琴梨 ｷｸﾁ ｺﾄﾘ 中1

912 鈴木　希彩 ｽｽﾞｷ ﾏｱﾔ 中1
913 中村　羽吹 ﾅｶﾑﾗ ｳﾌﾞｷ 小6

3 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1001 今野凛々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1002 斉藤愛梨亜 ｻｲﾄｳ ｱﾘｱ 小6

1003 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 小6
1005 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 小5

4 金町ＳＣ 785 千田　桃果 ﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 784 佐野　愛実 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 中1

783 布施　果純 ﾌｾ ｶｽﾐ 中1
787 矢作　智里 ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ 小6

5 東京ＳＣ 862 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 864 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 小6

865 畑尾　百乃 ﾊﾀｵ ﾓﾓﾉ 小6
863 丹治めぐみ ﾀﾝｼﾞ ﾒｸﾞﾐ 小6

6 イトマン横浜 1342 白井　　茜 ｼﾗｲ ｱｶﾈ 中1
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 1343 佐藤　里乃 ｻﾄｳ ﾘﾉ 中1

1344 岩澤　優沙 ｲﾜｻﾜ ﾕｽﾞ 小6
1345 中田圭帆子 ﾅｶﾀﾞ ｶﾎｺ 小5

7 かしまＡＺ 1175 小久保琴音 ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ 中1
ｶｼﾏAZ 1177 萩野　秋華 ﾊｷﾞﾉ ｼｭｳｶ 中1

1178 吉田　涼花 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾞｶ 小6
1176 晩田　光咲 ﾊﾞﾝﾀﾞ ﾐｻｷ 中1

8 パル太田 2430 吉田　愛望 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中1
ﾊﾟﾙｵｵﾀ 2431 北村　歩咲 ｷﾀﾑﾗ ｱﾕｻ 小6

2429 田津原望菜 ﾀﾂﾞﾊﾗ ﾉﾅ 中1
2428 大谷　珠生 ｵｵﾀﾆ ﾐｵ 中1

9 はるおか原 2614 志水　妃来 ｼﾐｽﾞ ﾋﾗｲ 中1
ﾊﾙｵｶﾊﾗ 2615 髙木　　花 ﾀｶｷ ﾊﾅ 小6

2617 堺　　桃華 ｻｶｲ ﾓﾓｶ 小6
2616 永岡　東子 ﾅｶﾞｵｶ ﾄｳｺ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 スウィン埼玉 478 佐藤　　茜 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 小6

ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 477 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 中1
479 野村　真由 ﾉﾑﾗ ﾏﾕ 小6
476 田添　千裕 ﾀｿﾞｴ ﾁﾋﾛ 中1

1 名古屋ＳＣ 1735 服部あかり ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾘ 小6
ﾅｺﾞﾔSC 1736 亀井　千寛 ｶﾒｲ ﾁﾋﾛ 小6

1737 中川　果音 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 小5
1733 伊与田寧々 ｲﾖﾀﾞ ﾈﾈ 中1

2 SW大教大宮東 369 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 中1
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 368 高橋　　環 ﾀｶﾊｼ ﾀﾏｷ 中1

371 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 小6
370 松本実菜代 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅﾖ 小6

3 アクラブ調布 749 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 小6
AQLUB CH 学童 750 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 小6

753 石毛　歩果 ｲｼｹﾞ ﾎﾉｶ 小5
748 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 小6

4 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 578 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 中1
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 582 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 小6

580 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 中1
579 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中1

5 マリーン鹿本 2676 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 中1
ﾏﾘｰﾝｶﾓﾄ 2678 牛島　未空 ｳｼｼﾞﾏ ﾐｸ 小6

2677 酒井　胡春 ｻｹｲ ｺﾊﾙ 中1
2675 廣瀬　文乃 ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ 中1

6 ニッシンＳＳ 2409 川西　沙季 ｶﾜﾆｼ ｻｷ 小5
ﾆｯｼﾝSS 2406 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中1

2407 傍田実紀里 ｿﾊﾞﾀ ﾐﾉﾘ 中1
2408 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中1

7 NECGSC溝の口 1456 山本くるみ ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ 中1
NECGSC M 1455 打田　優希 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 中1

1459 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 小6
1457 平　陽菜子 ﾀｲﾗ ﾋﾅｺ 中1

8 ＳＡ新城 1281 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 小5
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1280 小嶋　結衣 ｺｼﾞﾏ ﾕｲ 中1

1279 三本　明理 ﾐﾓﾄ ｱｶﾘ 中1
1282 水島　星那 ﾐｽﾞｼﾏ ｾﾅ 小5

9 三菱養和ＳＳ 965 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 小6
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 964 木崎　京香 ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ 小6

966 大谷　知佳 ｵｵﾀﾆ ﾁｶ 小6
967 平沼　彩海 ﾋﾗﾇﾏ ｱﾔﾐ 小6
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