
第40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    4x50m   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

1 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1011 ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ芽生 ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ ﾒｲ 中1
AQLUB HO 1013 神野　紗智 ｺｳﾉ ｻﾁ 小6

1012 岡村　梨香 ｵｶﾑﾗ ﾘｶ 中1
1014 鈴木　泉美 ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ 小5

2 コナミ伏見 2076 宮崎　未優 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾕｳ 小6
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2074 山﨑　江花 ﾔﾏｻｷ ｺﾊﾅ 小6

2077 吉岡　咲和 ﾖｼｵｶ ｻﾜ 小5
2075 立原　美波 ﾀﾃﾊﾗ ﾐﾅﾐ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 718 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 中1
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 720 岸本恵梨華 ｷｼﾓﾄ ｴﾘｶ 小6

719 高梨　愛花 ﾀｶﾅｼ ﾏﾅｶ 中1
721 辻岡　万凛 ﾂｼﾞｵｶ ﾏﾘﾝ 小6

4 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1037 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 中1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1038 熊谷奈津季 ｸﾏｶﾞﾔ ﾅﾂｷ 小6

1036 飯島　夕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 中1
1039 田村　真優 ﾀﾑﾗ ﾏﾕ 小6

5 東京ＳＣ 912 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 907 丹治美奈子 ﾀﾝｼﾞ ﾐﾅｺ 中1

908 初谷　紗奈 ﾊﾂｶﾞｲ ｻﾅ 小6
909 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 小6

6 コナミ青葉台 1337 菅沼　　雅 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾔﾋﾞ 中1
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 1340 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 小6

1341 村田　瑠奈 ﾑﾗﾀ ﾙﾅ 小6
1338 大岡　麻結 ｵｵｵｶ ﾏｲ 中1

7 イトマン堺 2293 川村　遥菜 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙﾅ 中1
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 2292 大門　　陽 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾊﾙ 中1

2295 田中　綾音 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 小6
2294 中尾　真優 ﾅｶｵ ﾏﾕ 小6

8 あかやまＳＳ 179 阿久津真綾 ｱｸﾂ ﾏｱﾔ 小6
ｱｶﾔﾏSS 177 竹内　美優 ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｳ 中1

178 伏木　美湊 ﾌｾｷﾞ ﾐﾅﾄ 小6
176 大橋　優希 ｵｵﾊｼ ﾕｷ 中1
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2組
0 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1416 小倉　　結 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 小6

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1414 水野　　響 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ 中1
1417 池田　　伶 ｲｹﾀﾞ ﾚｲ 小6
1418 鳥谷部真愛 ﾄﾔﾍﾞ ﾏﾅ 小6

1 鎌倉ＳＳ 1302 北山さくら ｷﾀﾔﾏ ｻｸﾗ 小6
ｶﾏｸﾗSS 1300 岡田　百里 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓﾘ 中1

1299 今井　　楓 ｲﾏｲ ｶｴﾃﾞ 中1
1301 野井　珠稀 ﾉｲ ﾀﾏｷ 中1

2 枚方ＳＳ 2351 濱　　千織 ﾊﾏ ﾁｵﾘ 小6
ﾋﾗｶﾀSS 2352 下田平朋子 ｼﾓﾀﾞﾋﾗ ﾄﾓｺ 小6

2348 藤本　　穏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ 中1
2350 吉本　　翼 ﾖｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 618 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 中1
ｾ･ｳﾗﾔｽ 620 谷川　由依 ﾀﾆｶﾜ ﾕｲ 小6

621 山口　真裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 小6
617 古川　夏凪 ﾌﾙｶﾜ ｶﾅ 中1

4 金町ＳＣ 843 市川　倫子 ｲﾁｶﾜ ﾐｺ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 844 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 小6

842 菊池　　晴 ｷｸﾁ ﾊﾙ 小6
841 菅野　奈美 ｶﾝﾉ ﾅﾐ 中1

5 藤村ＳＳ 945 堀籠ひなた ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ 中1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 949 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 小6

947 渥美　千穂 ｱﾂﾐ ﾁﾎ 中1
946 近藤ジュン ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 中1

6 スウィン前橋 297 中島このみ ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ 小6
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 299 荻野　萌子 ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ 小6

298 橋本さくら ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 小6
300 武井　　優 ﾀｹｲ ﾕｳ 小6

7 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1175 花木　愛海 ﾊﾅｷ ｱｲﾐ 小6
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 1174 河合　美紗 ｶﾜｲ ﾐｻ 小6

1173 山田　　聖 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 中1
1172 双木　梨央 ﾅﾐｷ ﾘｵ 中1

8 三菱養和ＳＳ 996 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 997 山田奈央子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 中1

994 宮坂　仁子 ﾐﾔｻｶ ﾆｺ 中1
995 葛原　　舞 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏｲ 中1
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