
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. 57 女子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:51.33
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 コナミ北浦和 395 兼岡　楓菜 ｶﾈｵｶ ﾌｳﾅ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 393 藤縄　優花 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ 小5

396 柴田　結衣 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 小3
394 山本有里彩 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｱ 小4

3 名鉄ＳＳ半田 1823 山本　珠佑 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｳ 小4
ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ 学童 1822 榊原　麗生 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾚﾐ 小5

1824 吉田　咲輝 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 小4
1821 鈴木　純礼 ｽｽﾞｷ ｽﾐﾚ 小5

4 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

1305 中濱奈々緒 ﾅｶﾊﾏ ﾅﾅｵ 小4
1304 村田　瑠奈 ﾑﾗﾀ ﾙﾅ 小4

5 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

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

6 ｾﾝﾄﾗﾙ成城 1081 功刀　沙子 ｸﾇｷﾞ ｻｺ 小4
ｾ･ｾｲｼﾞｮｳ 学童 1080 木下想仁亜 ｷﾉｼﾀ ｿﾆｱ 小4

1079 伊坂　　彩 ｲｻｶ ｱﾔｶ 小5
1078 広瀬　由衣 ﾋﾛｾ ﾕｲ 小5
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2組
0

1

2 枚方ＳＳ 2214 大野　聡子 ｵｵﾉ ｻﾄｺ 小5
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2213 中村　彩羽 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾊ 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

3 東京ＳＣ 873 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小3
ﾄｳｷｮｳSC 学童 869 丹治美奈子 ﾀﾝｼﾞ ﾐﾅｺ 小5

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

4 金町ＳＣ 788 加藤　空璃 ｶﾄｳ ｿﾗﾘ 小5
ｶﾅﾏﾁSC 学童 791 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 小4

790 菊池　　晴 ｷｸﾁ ﾊﾙ 小4
789 菅野　奈美 ｶﾝﾉ ﾅﾐ 小5

5 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1154 花木　愛海 ﾊﾅｷ ｱｲﾐ 小4
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1152 山田　　聖 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 小5

1151 双木　梨央 ﾅﾐｷ ﾘｵ 小5
1153 福島　那菜 ﾌｸｼﾏ ﾅﾅ 小4

6 スウィン熊谷 359 大島　美翔 ｵｵｼﾏ ﾐﾄ 小5
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 360 石坂　　虹 ｲｼｻﾞｶ ﾅﾅ 小5

362 北山愛優美 ｷﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 小5
361 斎藤　　凜 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 小5

7 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 2231 米山　　光 ﾖﾈﾔﾏ ﾋｶﾙ 小5

2235 大西悠莉彩 ｵｵﾆｼ ﾕﾘｱ 小4
2233 松岡　美羽 ﾏﾂｵｶ ﾐﾜ 小5
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