
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. 59 女子    200m   メドレーリレー   予選   3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

1 アピア富山 1555 種　　詩葉 ﾀﾈ ｺﾄﾊ 中1
ｱﾋﾟｱﾄﾔﾏ 1556 吉岡　美和 ﾖｼｵｶ ﾐﾜ 小6

1557 梅沢　星奈 ｳﾒｻﾞﾜ ｾﾅ 小6
1554 松尾　優里 ﾏﾂｵ ﾕｳﾘ 中1

2 コナミ北浦和 418 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 小6
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 419 藤縄　優花 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ 小6

417 島村さくら ｼﾏﾑﾗ ｻｸﾗ 小6
416 比嘉香咲花 ﾋｶﾞ ｺｻｶ 中1

3 メイスポ茨木 2020 前川　瑠楓 ﾏｴｶﾜ ﾙｶ 中1
ﾒｲｽﾎﾟ 2021 奥村　めい ｵｸﾑﾗ ﾒｲ 小6

2019 中村　寧嶺 ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ 中1
2023 小川　優楽 ｵｶﾞﾜ ﾕﾗ 小6

4 アクラブ調布 780 石毛　歩果 ｲｼｹﾞ ﾎﾉｶ 小6
AQLUB CH 777 能村　光咲 ﾉｳﾑﾗ ﾐｻｷ 中1

776 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 中1
778 角田　鈴音 ﾂﾉﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 中1

5 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 1302 吉田　優花 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶ 中1
ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 1304 吉川こみち ｷｯｶﾜ ｺﾐﾁ 小6

1303 小濱　瑠華 ｺﾊﾏ ﾙｶ 小6
1306 兼松　さや ｶﾈﾏﾂ ｻﾔ 小6

6 あかやまＳＳ 168 島田　あみ ｼﾏﾀﾞ ｱﾐ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 170 竹内　美優 ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｳ 小6

171 伏木　美湊 ﾌｾｷﾞ ﾐﾅﾄ 小5
167 佐藤　真論 ｻﾄｳ ﾏﾛﾝ 小6

7 コナミ青葉台 1274 菅沼　　雅 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾔﾋﾞ 小6
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 1275 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 小5

1273 木村　捺乃 ｷﾑﾗ ﾅﾂﾉ 中1
1276 村田　瑠奈 ﾑﾗﾀ ﾙﾅ 小5
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 コパン可児 1893 今井　晴菜 ｲﾏｲ ﾊﾙﾅ 小6
ｺﾊﾟﾝｶﾆ 1892 松崎江里子 ﾏﾂｻﾞｷ ｴﾘｺ 小6

1890 田邊　汐梨 ﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 中1
1891 神田　頼奈 ｶﾝﾀﾞ ﾗﾅ 小6

2 イトマン堺 2141 長岡　愛莉 ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾘ 小6
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 学童 2140 大仲　摩耶 ｵｵﾅｶ ﾏﾔ 小6

2142 大門　　陽 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾊﾙ 小6
2143 中尾　真優 ﾅｶｵ ﾏﾕ 小5

3 ｲﾄﾏﾝ東伏見 756 井口　詩音 ｲｸﾞﾁ ｼｵﾝ 小6
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 753 藤井　乙葉 ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ 中1

754 板垣こころ ｲﾀｶﾞｷ ｺｺﾛ 小6
755 松﨑　りん ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ 小6

4 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 617 古川　夏凪 ﾌﾙｶﾜ ｶﾅ 小6
ｾ･ｳﾗﾔｽ 616 池野　紫音 ｲｹﾉ ｼｵﾝ 中1

615 野田　佑風 ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ 中1
618 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 小6

5 東京ＳＣ 858 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 856 今井　優奈 ｲﾏｲ ﾕｳﾅ 小6

855 畑尾　百乃 ﾊﾀｵ ﾓﾓﾉ 中1
857 阿部　　澪 ｱﾍﾞ ﾐｵ 小6

6 枚方ＳＳ 2179 濱　　千織 ﾊﾏ ﾁｵﾘ 小5
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2176 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 小6

2177 藤本　　穏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ 小6
2175 筒井　陽香 ﾂﾂｲ ﾊﾙｶ 小6

7 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1113 金丸英里奈 ｶﾈﾏﾙ ｴﾘﾅ 中1
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 1116 河合　美紗 ｶﾜｲ ﾐｻ 小5

1115 山田　　聖 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 小6
1114 金　　智瑛 ｷﾑ ﾁﾖﾝ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 金町ＳＣ 796 川俣　　灯 ｶﾜﾏﾀ ｱｶﾘ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 793 石田　彩夏 ｲｼﾀﾞ ｱﾔｶ 中1

795 渡邊　莉呼 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ 中1
794 赤羽　詩音 ｱｶﾊﾞ ｼｵﾝ 中1

2 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 596 岡田　星理 ｵｶﾀﾞ ｷﾗﾘ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 595 前田沙也佳 ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 小6

594 宮下　紗伎 ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 中1
592 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 中1

3 スウィン鷲宮 525 佐々木美莉 ｻｻｷ ﾐﾘ 小5
SWﾜｼﾐﾔ 524 廣瀬　　碧 ﾋﾛｾ ｱｵｲ 小6

522 小島麻友子 ｺｼﾞﾏ ﾏﾕｺ 中1
523 米山　沙羅 ﾖﾈﾔﾏ ｻﾗ 中1

4 大野城ＳＣ 2559 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 小6
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 2558 熊川　菜穂 ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ 小6

2557 小山田季未 ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ 中1
2560 三村はるな ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ 小6

5 スウィン熊谷 387 久保田采華 ｸﾎﾞﾀ ｱﾔｶ 中1
SWｸﾏｶﾞﾔ 391 北山愛優美 ｷﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 小6

389 秋山菜々花 ｱｷﾔﾏ ﾅﾅｶ 小6
388 正谷　瑶姫 ﾏｻﾀﾆ ﾀﾏｷ 小6

6 スウィン大教 464 古俣　　桜 ｺﾏﾀ ｻｸﾗ 小6
SWﾀﾞｲｷｮｳ 462 本田　遥香 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 中1

466 堺澤　舞香 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾏｲｶ 小6
463 相馬さくら ｿｳﾏ ｻｸﾗ 中1

7 スウィン大宮 362 岡　くるみ ｵｶ ｸﾙﾐ 中1
SWｵｵﾐﾔ 363 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 中1

364 中嶋　珠葵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾏｷ 小6
366 澁澤　亜弥 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔ 小6
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