
第42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. 71 女子    4x50m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:51.33
10歳以下            大会記録  2:12.20

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 イトマン京都 2200 山下　　穂 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾉﾘ 小4
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2196 能勢　水音 ﾉｾ ﾐｵﾄ 小5

2197 堀江　柚杏 ﾎﾘｴ ﾕｽﾞﾅ 小4
2198 小石　春菜 ｺｲｼ ﾊﾙﾅ 小4

2 コナミ伏見 2149 川中　芽依 ｶﾜﾅｶ ﾒｲ 小5
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2151 下坂明花里 ｼﾓｻｶ ｱｶﾘ 小4

2150 酒井　幸愛 ｻｶｲ ｻｴ 小4
2148 立原　萌々 ﾀﾃﾊﾗ ﾓﾓ 小5

3 初芝ＳＳ 2399 末澤　心絆 ｽｴｻﾞﾜ ｺｺﾅ 小4
ﾊﾂｼﾊﾞSS 学童 2396 春次　真衣 ﾊﾙﾂｸﾞ ﾏｲ 小5

2397 阪井　葵心 ｻｶｲ ｱｵｲ 小5
2398 佐伯　陽菜 ｻｴｷ ﾊﾙﾅ 小4

4 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1174 栗本かれん ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1173 名倉　碧乃 ﾅｸﾞﾗ ｱｵﾉ 小5

1175 佐藤　桜羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 小4
1177 後藤　一花 ｺﾞﾄｳ ｲﾁｶ 小4

5 コナミ船堀 1112 大野真結子 ｵｵﾉ ﾏﾕｺ 小5
ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ 学童 1113 荻島　柚良 ｵｷﾞｼﾏ ﾕﾗ 小5

1115 菅原　優子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 小4
1111 大木　優奈 ｵｵｷ ﾕﾅ 小5

6 スウィン越谷 565 須永菜々心 ｽﾅｶﾞ ﾅﾅﾐ 小5
SWｺｼｶﾞﾔ 学童 566 板谷久瑠実 ｲﾀﾔ ｸﾙﾐ 小5

567 保村　咲那 ﾔｽﾑﾗ ｻﾅ 小4
569 戸張　真子 ﾄﾊﾞﾘ ﾏｺ 小4

7 ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ 310 大山　　花 ｵｵﾔﾏ ﾊﾅ 小5
EAGLE 学童 313 関谷　　文 ｾｷﾔ ﾌﾐ 小4

312 遠藤　　遥 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 小4
311 鳥光　紀花 ﾄﾘﾐﾂ ﾉｱ 小4

8 イトマン王寺 2703 山中　心愛 ﾔﾏﾅｶ ｺｺｱ 小4
ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 学童 2702 藤澤　由衣 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｲ 小4

2704 牛田　明里 ｳｼﾀﾞ ｱｶﾘ 小4
2700 山内　颯華 ﾔﾏｳﾁ ﾌｳｶ 小5
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 イ ト マ ン 2312 後藤　寛奈 ｺﾞﾄｳ ｶﾝﾅ 小5
ｲﾄﾏﾝ 学童 2313 森田　瑞穂 ﾓﾘﾀ ﾐｽﾞﾎ 小5

2311 吉田　弥玲 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾚｲ 小5
2314 木島　美月 ｷｼﾞﾏ ﾐﾂｷ 小5

2 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1429 吉澤麗花亜 ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾌｱ 小5
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1428 金井亜緒依 ｶﾅｲ ｱｵｲ 小5

1430 新里　美羽 ｼﾝｻﾞﾄ ﾐｳ 小4
1431 伊勢　心羽 ｲｾ ｺｺﾊ 小4

3 ｽｳｨﾝみよし 594 松波　玲杏 ﾏﾂﾅﾐ ﾚｱ 小4
SWﾐﾖｼ 学童 593 鈴木　瑠華 ｽｽﾞｷ ﾙｶ 小4

592 中谷　陽香 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾙｶ 小4
595 吉原　優花 ﾖｼﾊﾗ ﾕｶ 小4

4 スウィン加須 471 石川　愛徠 ｲｼｶﾜ ｱｲﾗ 小5
ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 学童 469 藤倉　来羽 ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾊﾈ 小5

470 矢島香月葉 ﾔｼﾞﾏ ｶﾂﾞﾊ 小5
472 笠原　未咲 ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ 小4

5 東京ＳＣ 954 鯨井あぐり ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 950 伊藤湖衣乃 ｲﾄｳ ｺｲﾉ 小5

953 酒葉　理穂 ｻｶﾊﾞ ﾘﾎ 小4
949 寺西　美知 ﾃﾗﾆｼ ﾐﾁ 小5

6 コナミ西葛西 1007 下地　十愛 ｼﾓｼﾞ ﾄｱ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1005 速水　楓恋 ﾊﾔﾐ ｶﾚﾝ 小5

1008 沢田石陽莉 ｻﾜﾀﾞｲｼ ﾋﾏﾘ 小4
1006 永井　梨沙 ﾅｶﾞｲ ﾘｻ 小5

7 ｲﾄﾏﾝ春日井 1876 伊藤　愛珠 ｲﾄｳ ｱﾐ 小4
ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ 学童 1875 與河　沙奈 ﾖｶﾜ ｻﾅ 小4

1874 牛塲　彩乃 ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ 小5
1873 神谷　真理 ｶﾐﾔ ﾏﾘ 小5

8 イトマン守谷 248 阿部　未咲 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 小5
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 学童 251 平嶋日葉里 ﾋﾗｼﾏ ﾋﾖﾘ 小4

250 内橋　乃蒼 ｳﾁﾊｼ ﾉｱ 小4
249 佐藤　心音 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 小4

9

Page: 2/3 Printing: 2019/08/23 9:48:04

愛  知

茨  城

加　盟

大  阪

神奈川

埼  玉

埼  玉

東  京

東  京



第42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. 71 女子    4x50m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:51.33
10歳以下            大会記録  2:12.20

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 NECGSC玉川 1301 牧田　心海 ﾏｷﾀ ｺｺﾐ 小5
NECGSC T 学童 1302 中澤　柑奈 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾝﾅ 小5

1303 小池くるみ ｺｲｹ ｸﾙﾐ 小5
1304 髙橋まはな ﾀｶﾊｼ ﾏﾊﾅ 小5

2 金町ＳＣ 879 菊池　　遥 ｷｸﾁ ﾖｳ 小5
ｶﾅﾏﾁSC 学童 878 清宮菜々恵 ｷﾖﾐﾔ ﾅﾅｴ 小5

880 久保田　蘭 ｸﾎﾞﾀ ﾗﾝ 小5
877 岩井　梨子 ｲﾜｲ ﾘｺ 小5

3 ｽｳｨﾝ高島平 1096 小出　桜音 ｺｲﾃﾞ ｵﾄ 小5
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 学童 1094 野田　麻央 ﾉﾀﾞ ﾏｵ 小5

1095 勝呂　一愛 ｽｸﾞﾛ ｲﾁｱ 小5
1097 寺山　璃音 ﾃﾗﾔﾏ ﾘｵﾝ 小5

4 京都踏水会 2163 塚本　結衣 ﾂｶﾓﾄ ﾕｲ 小5
ﾄｳｽｲｶｲ 学童 2167 瀬戸口柚花 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳｶ 小5

2166 大秦　清峯 ｵｵﾊﾀ ｻﾔﾈ 小5
2162 奥田　菜月 ｵｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 小5

5 東京ＤＣ 961 大江萌々香 ｵｵｴ ﾓﾓｶ 小5
ﾄｳｷｮｳDC 学童 960 木村　心香 ｷﾑﾗ ﾎﾉｶ 小5

962 佐藤　　渚 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 小4
963 土屋　　愛 ﾂﾁﾔ ｱｲ 小4

6 SW大教大宮東 428 山口　紗愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ 小4
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 427 米田妃那乃 ｺﾒﾀﾞ ﾋﾅﾉ 小5

429 橋本　寧々 ﾊｼﾓﾄ ﾈﾈ 小4
430 藤本友莉菜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾘﾅ 小4

7 ｲﾄﾏﾝ西神戸 2680 前原子々夏 ﾏｴﾊﾗ ｺｺﾅ 小4
ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 学童 2677 中村　綺那 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ 小5

2679 井上　紗良 ｲﾉｳｴ ｻﾗ 小4
2678 清水　舞帆 ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ 小5

8 イトマン守口 2353 樽野　　由 ﾀﾙﾉ ﾕｳ 小4
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 学童 2352 山川　真歩 ﾔﾏｶﾞﾜ ﾏﾎ 小5

2350 中川　真緒 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｵ 小5
2351 的場　愛奈 ﾏﾄﾊﾞ ﾏﾅ 小5
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