
第39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     
競泳競技                                          
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  1:41.03
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 Aq･Sp 2340 阿部　　悠 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 小5

Aq･Sp 学童 2339 樋口　実紅 ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ 小5
2338 岡村　咲希 ｵｶﾑﾗ ｻｷ 小5
2337 坂口理彩子 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ 小5

1 スウィン高崎 319 松岡　汐里 ﾏﾂｵｶ ｼｵﾘ 小5
SWﾀｶｻｷ 学童 318 田中菜々瀬 ﾀﾅｶ ﾅﾅｾ 小5

320 鎌田　乙寧 ｶﾏﾀ ｵﾄﾈ 小4
321 松村優里奈 ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘﾅ 小4

2 コナミ北浦和 420 兼岡　楓菜 ｶﾈｵｶ ﾌｳﾅ 小5
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 421 柴田　結衣 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 小4

423 山﨑さくら ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 小3
422 冨永　野意 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｲ 小4

3 ｲﾄﾏﾝ上石神井 996 片岡実乃里 ｶﾀｵｶ ﾐﾉﾘ 小5
ｲﾄﾏﾝｶﾐｼｬ 学童 998 石橋　愛子 ｲｼﾊﾞｼ ｱｲｺ 小5

999 伊藤　彩音 ｲﾄｳ ｱﾔﾈ 小4
997 西村　美玖 ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ 小5

4 コナミ一橋 1013 池田　美和 ｲｹﾀﾞ ﾐﾜ 小5
ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ 学童 1014 小長谷愛悠 ｺﾅｶﾞﾔ ｱﾕｳ 小5

1012 伊藤　莉子 ｲﾄｳ ﾘｺ 小5
1015 吉田　　桜 ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾗ 小5

5 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 1446 青木　飛鳥 ｱｵｷ ｱｽｶ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 学童 1445 遠藤　綾乃 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 小5

1447 菊地　那南 ｷｸﾁ ﾅﾅ 小4
1444 小笠原奈々 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ 小5

6 ｽｳｨﾝ南越谷 567 西野　沙耶 ﾆｼﾉ ｻﾔ 小4
SWﾅﾝｺｼ 学童 565 髙橋　　華 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 小5

566 別所　花菜 ﾍﾞｯｼｮ ﾊﾅ 小4
564 海老根　凛 ｴﾋﾞﾈ ﾘﾝ 小5

7 イ ト マ ン 2067 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 小5
ｲﾄﾏﾝ 学童 2068 樋口　承子 ﾋｸﾞﾁ ｺﾄｺ 小5

2070 林田　波音 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾉ 小4
2069 谷川　紅葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｸﾚﾊ 小5

8 スウィン埼玉 489 山本　結月 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 491 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 小4

487 池上　那奈 ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾅ 小5
490 坂巻　奈央 ｻｶﾏｷ ﾅｵ 小4

9 イトマン守口 2117 鯉沼　芙朱 ｺｲﾇﾏ ﾌﾐ 小5
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 学童 2118 山口　桜紗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｼｬ 小5

2121 井上　真希 ｲﾉｳｴ ﾏｷ 小4
2119 天野　澄珠 ｱﾏﾉ ｽｽﾞ 小5
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2組
0 ｽｳｨﾝみよし 556 中島　紗希 ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ 小4

SWﾐﾖｼ 学童 553 佐藤　亜美 ｻﾄｳ ｱﾐ 小5
554 早川　珠葵 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾏｷ 小5
555 平薮　里奈 ﾋﾗﾔﾌﾞ ﾘﾅ 小5

1 ＦーＢＩＧ 235 高橋　柑凪 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾅ 小5
F-BIG 学童 237 西山芽里奈 ﾆｼﾔﾏ ﾒﾘﾅ 小4

238 金田　沙弥 ｶﾈﾀﾞ ｻﾔ 小4
236 中澤　優奈 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 小4

2 藤村ＳＳ 894 ウィンカウスキー ｳｨﾝｶｳｽｷｰ ﾊﾅ 小5
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 895 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 小5

896 斉藤　萌那 ｻｲﾄｳ ﾓﾅ 小5
897 坂本　千紗 ｻｶﾓﾄ ﾁｻ 小4

3 JSS瓢箪山 2074 岡田　羽流 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙ 小5
JSSﾋｮｳﾀﾝ 学童 2076 中田　愛彩 ﾅｶﾀ ﾏﾅﾐ 小4

2075 清水咲弥花 ｼﾐｽﾞ ｻﾔｶ 小4
2073 松田　彩花 ﾏﾂﾀﾞ ｲﾛﾊ 小5

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 966 横山　愛子 ﾖｺﾔﾏ ｱｲｺ 小5
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ 学童 965 小倉　愛加 ｵｸﾞﾗ ｱｲｶ 小5

968 今井　　遥 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 小4
967 小関　万葉 ｺｾｷ ﾏﾖ 小5

5 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1067 鈴木　莉緒 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1069 長﨑　千怜 ﾅｶﾞｻｷ ﾁｻﾄ 小5

1070 吉村　優唯 ﾖｼﾑﾗ ﾕｲ 小5
1066 鈴木　遙夏 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 小5

6 東京ＳＣ 862 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 861 竹澤　瑠珂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ 小4

860 湯浅　結月 ﾕｱｻ ﾕﾂﾞｷ 小5
864 長谷明日香 ﾊｾ ｱｽｶ 小3

7 金町ＳＣ 800 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 801 朝倉　茉咲 ｱｻｸﾗ ﾐｸ 小4

798 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 小5
799 山谷　眞桜 ﾔﾏﾔ ﾏｵ 小4

8 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1154 青木　涼楓 ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 小5
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 学童 1155 田島　美優 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 小5

1158 岩田　柚那 ｲﾜﾀ ﾕﾅ 小4
1157 山内　真凛 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ 小4

9 スウィン館林 300 山野井七海 ﾔﾏﾉｲ ﾅﾅﾐ 小5
SWﾀﾃﾊﾞﾔｼ 学童 301 伏島　彩心 ﾌｾｼﾞﾏ ｱﾐ 小5

299 折原　直々 ｵﾘﾊﾗ ﾅﾅ 小5
302 中沢心結佳 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾕｶ 小4
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