
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. 73 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 ｽｳｨﾝ南越谷 607 榎本　優愛 ｴﾉﾓﾄ ﾕｲ 小6
SWﾅﾝｺｼ 605 菅谷　真采 ｽｶﾞﾀﾆ ﾏｺﾄ 中1

606 諏訪　叶夢 ｽﾜ ｶﾉﾝ 小6
603 原　菜々花 ﾊﾗ ﾅﾅｶ 中1

2 コナミ西葛西 1003 正木つかさ ﾏｻｷ ﾂｶｻ 中1
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 1002 向井　結愛 ﾑｶｲ ﾕｴ 中1

1001 小倉　未央 ｵｸﾞﾗ ﾐｵ 中1
1004 星野　公伽 ﾎｼﾉ ｷﾐｶ 小6

3 スウィン埼玉 508 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 中1
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 507 坂巻　奈央 ｻｶﾏｷ ﾅｵ 中1

510 阿部　瑞瑛 ｱﾍﾞ ﾐｿﾞﾚ 小6
506 山本　結月 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 中1

4 金町ＳＣ 873 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 中1
ｶﾅﾏﾁSC 875 東泉　杏奈 ﾄｳｾﾝ ｱﾝﾅ 小6

872 山谷　眞桜 ﾔﾏﾔ ﾏｵ 中1
874 川俣　　紬 ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ 中1

5 東京ＳＣ 941 胡　　清晏 ｺ ﾁﾝｲｪﾝ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 944 糸山さくら ｲﾄﾔﾏ ｻｸﾗ 中1

946 長谷明日香 ﾊｾ ｱｽｶ 小6
942 ロイド珠里亜 ﾛｲﾄﾞ ｼﾞｭﾘｱ 中1

6 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1512 山本　千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 中1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1513 石川　結菜 ｲｼｶﾜ ﾕｲﾅ 小6

1514 小林久奈乃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾉ 小5
1511 宍戸　梨穂 ｼｼﾄﾞ ﾘﾎ 中1

7 アクラブ調布 850 島村茉夕妃 ｼﾏﾑﾗ ﾏﾕｷ 中1
AQLUB CH 851 磯野　真優 ｲｿﾉ ﾏﾕ 中1

853 青山　詩乃 ｱｵﾔﾏ ｼﾉ 小6
852 福岡　奈莉 ﾌｸｵｶ ﾅﾘ 小6

8 あかやまＳＳ 209 武田　蒼依 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 211 谷地田姫子 ﾔﾁﾀﾞ ﾋﾒｺ 小6

207 中澤　心暖 ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 小6
210 田中　柚寿 ﾀﾅｶ ﾕｽﾞ 小6
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スタートリスト

競技No. 73 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

2組
0

1 ｽｳｨﾝ高島平 1093 柏木　　桃 ｶｼﾜｷﾞ ﾓﾓ 小6
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 1091 藤田　桃子 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｺ 中1

1092 市東　結衣 ｼﾄｳ ﾕｲ 中1
1090 加治屋翔菜 ｶｼﾞﾔ ｶﾅ 中1

2 イトマン京都 2190 牧野　美涼 ﾏｷﾉ ﾐｽｽﾞ 中1
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 2193 髙木　　暖 ﾀｶｷﾞ ﾉﾝ 小6

2192 安達　愛菫 ｱﾀﾞﾁ ｱｷ 小6
2195 大竹　結唯 ｵｵﾀｹ ﾕｲ 小6

3 コナミ西宮 2581 川崎　なな ｶﾜｻｷ ﾅﾅ 小6
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2578 今井　陽花 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 中1

2580 澤地　　玲 ｻﾜｼﾞ ﾚｲ 小6
2579 井ノ上萌々華 ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ 中1

4 ビート守山 2036 吉田　奏来 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 小6
BEATﾓﾘﾔﾏ 2035 増田　早優 ﾏｽﾀﾞ ｻﾔ 小6

2037 鈴木　沙都 ｽｽﾞｷ ｻﾄ 小6
2034 澁谷枝実鈴 ｼﾌﾞﾔ ｴﾐﾘ 中1

5 イトマン名張 2063 永守　杏菜 ﾅｶﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ 小6
ｲﾄﾏﾝﾅﾊﾞﾘ 2062 廣島あつこ ﾋﾛｼﾏ ｱﾂｺ 中1

2064 清水　心愛 ｼﾐｽﾞ ｺｺｱ 小5
2061 永田　鈴奈 ﾅｶﾞﾀ ﾚｲﾅ 中1

6 藤村ＳＳ 986 加藤　結音 ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 中1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 989 坂本昌哩杏 ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ 小6

987 鈴木　伽望 ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 中1
988 瀬田　夕凪 ｾﾀ ﾕｳﾅ 小6

7 スウィン大教 486 園部ゆあら ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ 小6
SWﾀﾞｲｷｮｳ 484 北川　紗優 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾕ 中1

488 植田　優奈 ｳｴﾀﾞ ﾕﾅ 小6
487 本田奈々美 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 小6

8 イトマン港北 1547 桑原　優空 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕﾗ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1544 木所美音楽 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ 中1

1548 児玉　海生 ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ 小6
1545 加藤　莉桜 ｶﾄｳ ﾘｵ 小6
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