
第41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. 77 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

2 ｽｳｨﾝ南越谷 588 菊井　心菜 ｷｸｲ ｺｺﾅ 中1
SWﾅﾝｺｼ 592 菅谷　真采 ｽｶﾞﾀﾆ ﾏｺﾄ 小6

589 別所　花菜 ﾍﾞｯｼｮ ﾊﾅ 小6
587 髙橋　　華 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 中1

3 東京ＳＣ 924 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 921 岡本　安未 ｵｶﾓﾄ ｱﾐ 中1

923 竹澤　瑠珂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ 小6
925 ロイド珠里亜 ﾛｲﾄﾞ ｼﾞｭﾘｱ 小6

4 金町ＳＣ 849 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 847 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 中1

848 山谷　眞桜 ﾔﾏﾔ ﾏｵ 小6
850 川俣　　紬 ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ 小6

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1467 山本　千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 小6
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1465 中澤　海凪 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅ 中1

1466 渡部　飛鳥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 小6
1468 遠藤　真千 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾁ 小6

6 イ ト マ ン 2206 小塚　輝子 ｺﾂﾞｶ ﾋｶﾙｺ 小6
ｲﾄﾏﾝ 2205 寺﨑　万凛 ﾃﾗｻｷ ﾏﾘﾝ 小6

2202 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 中1
2203 樋口　承子 ﾋｸﾞﾁ ｺﾄｺ 中1

7 コナミ西宮 2462 川崎　なな ｶﾜｻｷ ﾅﾅ 小5
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2460 小林　優希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 小6

2459 木村　陽香 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 小6
2458 浅尾萌々香 ｱｻｵ ﾓﾓｶ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1

2 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1206 花木　愛海 ﾊﾅｷ ｱｲﾐ 中1
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 1209 堀内　美玲 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾚｲ 小6

1208 坂本　千紗 ｻｶﾓﾄ ﾁｻ 小6
1207 長谷川朱里 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾘ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1260 宮川　　悠 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳ 小6
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 1257 原　　里央 ﾊﾗ ﾘｵ 中1

1258 青木　涼楓 ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 中1
1259 山内　真凛 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ 小6

4 スウィン高崎 320 鎌田　乙寧 ｶﾏﾀ ｵﾄﾈ 小6
SWﾀｶｻｷ 322 松村優里奈 ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘﾅ 小6

319 松岡　汐里 ﾏﾂｵｶ ｼｵﾘ 中1
321 鎌田　真綾 ｶﾏﾀ ﾏｱﾔ 小6

5 藤村ＳＳ 971 加藤　結音 ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 小6
ﾌｼﾞﾑﾗSS 970 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 中1

968 西澤　　夏 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾂ 中1
969 松井　亜美 ﾏﾂｲ ｱﾐ 中1

6 トピーアヤセ 1377 大竹　葵咲 ｵｵﾀｹ ﾘｻ 小6
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 1375 箕川　茉那 ﾐﾉｶﾜ ﾏﾅ 小6

1376 首藤　優里 ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ 小6
1374 建部　明里 ﾀﾃﾍﾞ ｱｶﾘ 中1

7 イトマン港北 1518 戸津川莉央 ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1519 木所美音楽 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ 小6

1515 川島こころ ｶﾜｼﾏ ｺｺﾛ 中1
1516 川又　彩乃 ｶﾜﾏﾀ ｱﾔﾉ 小6
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