
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. 59 女子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:51.33
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 イトマン港北 1414 岡崎　栞奈 ｵｶｻﾞｷ ｶﾝﾅ 中1

ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1418 桑原　美優 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 小6
1416 中本　蘭夢 ﾅｶﾓﾄ ﾗﾑ 小6
1417 佐藤ななみ ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 小6

1 名古屋ＳＣ 1733 伊与田寧々 ｲﾖﾀﾞ ﾈﾈ 中1
ﾅｺﾞﾔSC 1734 森本さくら ﾓﾘﾓﾄ ｻｸﾗ 小6

1736 亀井　千寛 ｶﾒｲ ﾁﾋﾛ 小6
1735 服部あかり ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾘ 小6

2 ＮＡＣＬ 2110 星山　茅奈 ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ 中1
NACL 2108 久保田穂香 ｸﾎﾞﾀ ﾎﾉｶ 中1

2111 正垣　満帆 ｼｮｳｶﾞｷ ﾏﾎ 小6
2109 木村　瑞希 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 中1

3 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 581 森　　美蘭 ﾓﾘ ﾐﾗﾝ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 579 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中1

578 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 中1
580 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 中1

4 アクラブ調布 748 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 小6
AQLUB CH 学童 750 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 小6

749 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 小6
753 石毛　歩果 ｲｼｹﾞ ﾎﾉｶ 小5

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1004 鈴木　麻央 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 小6
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1003 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 小6

1002 斉藤愛梨亜 ｻｲﾄｳ ｱﾘｱ 小6
1001 今野凛々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中1

6 HOS 南千里 2118 矢野　栞菜 ﾔﾉ ｶﾝﾅ 小6
HOS SC 2117 西本　　怜 ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ 中1

2116 吉田　　聖 ﾖｼﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 中1
2115 白瀧和霞葉 ｼﾗﾀｷ ﾜｶﾊﾞ 中1

7 金田ＳＣ 737 川口　栞奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾝﾅ 中1
ｶﾈﾀﾞSC 736 柳　　優花 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｶ 中1

735 大石　啓莉 ｵｵｲｼ ﾋﾗﾘ 中1
738 占部　凜奈 ｳﾗﾍﾞ ﾘﾝﾅ 小6

8 NECGSC玉川 1220 河村　優妃 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾋ 中1
NECGSC T 1224 村松　春来 ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾙﾙ 小6

1222 高橋　愛深 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾐ 小6
1219 山﨑　瞳子 ﾔﾏｻｷ ｱｲｺ 中1
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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  1:51.33
１１～１２歳        大会記録  2:00.65

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 レイＳＣ倉敷 2461 田中　花歩 ﾀﾅｶ ｶﾎ 中1

ﾚｲSCｸﾗｼｷ 2459 田宮　風香 ﾀﾐﾔ ﾌｳｶ 中1
2460 松本　愛奈 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾅ 中1
2462 森髙　遥凪 ﾓﾘﾀｶ ﾊﾙﾅ 小6

1 岡崎竜城ＳＣ 1744 片山　京香 ｶﾀﾔﾏ ｷｮｳｶ 中1
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 1745 岸原さくら ｷｼﾊﾗ ｻｸﾗ 中1

1746 今村　　晶 ｲﾏﾑﾗ ｱｷﾗ 中1
1747 鈴沖　日菜 ｽｽﾞｵｷ ﾋﾅ 小6

2 大阪水泳学校 2170 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 小6
OSAKA.SG 2169 池田　香澄 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ 中1

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

3 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 371 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 小6

368 高橋　　環 ﾀｶﾊｼ ﾀﾏｷ 中1
370 松本実菜代 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅﾖ 小6

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1378 秋澤姫乃海 ｱｷｻﾞﾜ ｺﾉﾐ 中1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1380 遠藤　和夏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ 小6

1376 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 中1
1379 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中1

5 NECGSC溝の口 1458 山﨑　　凜 ﾔﾏｻｷ ﾘﾝ 中1
NECGSC M 1459 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 小6

1456 山本くるみ ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ 中1
1457 平　陽菜子 ﾀｲﾗ ﾋﾅｺ 中1

6 東京ＳＣ 863 丹治めぐみ ﾀﾝｼﾞ ﾒｸﾞﾐ 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
862 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 小6

7 大野城ＳＣ 2601 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 小5
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 2600 熊川　菜穂 ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ 小5

2599 小山田季未 ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ 小6
2598 藤井　菜緒 ﾌｼﾞｲ ﾅｵ 中1

8 金町ＳＣ 785 千田　桃果 ﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 786 石田　彩夏 ｲｼﾀﾞ ｱﾔｶ 小6

787 矢作　智里 ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ 小6
784 佐野　愛実 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 中1
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