
第27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. 19 女子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:56.05
１０歳以下          大会記録  2:13.85

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 下妻スポーツ 243 鈴木絵莉衣 ｽｽﾞｷ ｴﾘｲ 小5
ｼﾓﾂﾏSC 学童 241 田所　瑞花 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐｽﾞｶ 小4

240 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 小4
242 飯岡実沙季 ｲｲｵｶ ﾐｻｷ 小5

3 イ大教郡山北 205 堀切　里美 ﾎﾘｷﾘ ｻﾄﾐ 小5
ｲｺｵﾘﾔﾏｷﾀ 学童 203 松浦　豊美 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾖﾐ 小5

201 国分　千帆 ｺｸﾌﾞﾝ ﾁﾎ 小4
199 橋本実沙紀 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ 小4

4 イトマン長命 111 渡辺有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 小4
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 学童 113 武藤　　唯 ﾑﾄｳ ﾕｲ 小4

103 一本松静香 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ ｼｽﾞｶ 小5
106 佐藤　理央 ｻﾄｳ ﾘｵ 小5

5 イ大教大宮東 462 田口　珠恵 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾏｴ 小4
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 学童 466 藤本　麻雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 小4

456 佐藤　詠美 ｻﾄｳ ｴﾐ 小4
468 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 小4

6 イトマン川西 2101 金井　萌香 ｶﾅｲ ﾓｴｶ 小5
ｲﾄﾏﾝｶﾜﾆｼ 学童 2102 岡山　優納 ｵｶﾔﾏ ﾕﾅ 小4

2100 大町香菜子 ｵｵﾏﾁ ｶﾅｺ 小5
2099 馬場　宏子 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｺ 小5

7 イトマン向山 116 荒井　梓沙 ｱﾗｲ ｱｽﾞｻ 小5
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 学童 115 安田　有唯 ﾔｽﾀﾞ ﾕｲ 小4

117 高橋　　順 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 小5
122 庄子　優花 ｼｮｳｼﾞ ﾕｶ 小5

8 福岡金子ＳＳ 2480 庭月野友紀 ﾆﾜﾂｷﾉ ﾕｷ 小3
F･ｶﾈｺ･SS 学童 2483 濵浦　実結 ﾊﾏｳﾗ ﾐﾕ 小4

2481 白石　成美 ｼﾗｲｼ ﾅﾙﾐ 小3
2482 冨安　　楓 ﾄﾐﾔｽ ｶｴﾃﾞ 小4
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競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No. 19 女子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:56.05
１０歳以下          大会記録  2:13.85

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 金町ＳＣ 855 鈴木　りこ ｽｽﾞｷ ﾘｺ 小5
ｶﾅﾏﾁSC 学童 846 小倉　千裕 ｵｸﾞﾗ ﾁﾋﾛ 小5

854 矢島永梨奈 ﾔｼﾞﾏ ｴﾘﾅｶ 小5
842 橋本彩緒里 ﾊｼﾓﾄ ｻｵﾘ 小5

3 東京ＳＣ 918 椿原　愛彩 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｱﾔ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 911 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 小4

922 畠中　朋香 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ 小4
909 上山小野華 ｶﾐﾔﾏ ｻﾔｶ 小5

4 ユアー蕨 627 笹川菜々美 ｻｻｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 小4
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 学童 634 林ﾋｮﾝｼﾞｭ ｲﾑ ﾋｮﾝｼﾞｭ 小4

630 大森　愛子 ｵｵﾓﾘ ｱｲｺ 小4
628 秋山　遥奈 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾅ 小5

5 イトマン西神 2215 竹田　晴香 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 小4
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 学童 2204 岡田　佳子 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｺ 小5

2214 赤間江里佳 ｱｶﾏ ｴﾘｶ 小5
2211 小野　由貴 ｵﾉ ﾕｷ 小4

6 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1404 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 1410 服部　渚沙 ﾊｯﾄﾘ ﾅｷﾞｻ 小4

1412 毛利侑理子 ﾓｳﾘ ﾕﾘｺ 小4
1405 永井　亜実 ﾅｶﾞｲ ｱﾐ 小4

7 イトマン 1919 宮内　花恵 ﾐﾔｳﾁ ﾊﾅｴ 小5
ｲﾄﾏﾝ 学童 1916 家鋪　菜麻 ﾔｼｷ ﾅｱｻ 小5

1943 餅月　優衣 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ 小4
1930 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 小5

8 イトマン大宮 414 前田　美樹 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 小4
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 416 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 小4

411 細川　　舞 ﾎｿｶﾜ ﾏｲ 小4
413 清水　梨奈 ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 小5

9 イトマン鯱 1706 滝澤穂乃香 ﾀｷｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 小4
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 学童 1705 浅井　　桃 ｱｻｲ ﾓﾓ 小5

1703 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 小3
1707 都築　美帆 ﾂﾂﾞｷ ﾐﾎ 小4
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競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No. 19 女子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:56.05
１０歳以下          大会記録  2:13.85

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 イトマン埼玉 571 青木香寿子 ｱｵｷ ｶｽﾞｺ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 569 小野里綾子 ｵﾉｻﾞﾄ ｱﾔｺ 小5

566 荒川　秀美 ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞﾐ 小4
572 川勝　美輝 ｶﾜｶﾂ ﾐｷ 小5

3 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1202 小嶋　玲香 ｺｼﾞﾏ ﾚｲｶ 小4
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1206 松田　郁美 ﾏﾂﾀﾞ ｲｸﾐ 小4

1212 大西紗規子 ｵｵﾆｼ ｻｷｺ 小4
1207 松田　美夏 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｶ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ東伏見 818 金光　桃子 ｶﾈﾐﾂ ﾓﾓｺ 小5
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 823 渡辺真佑子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ 小4

820 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 小4
815 藤井真奈美 ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ 小5

5 イトマン館林 353 中野　令菜 ﾅｶﾉ ﾚﾅ 小4
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 346 山口紫緒梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾘ 小5

356 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 小4
351 瀧田さやか ﾀｷﾀ ｻﾔｶ 小5

6 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 765 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 小5
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 754 越山なる美 ｺｼﾔﾏ ﾅﾙﾐ 小4

759 西　　彩乃 ﾆｼ ｱﾔﾉ 小4
757 栗山真由香 ｸﾘﾔﾏ ﾏﾕｶ 小5

7 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1502 小澤　有未 ｵｻﾞﾜ ﾕﾐ 小4
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 1507 富岡奈津実 ﾄﾐｵｶ ﾅﾂﾐ 小4

1498 坂東春菜子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ 小4
1500 三森　愛奈 ﾐﾂﾓﾘ ｱｲﾅ 小4

8 コナミ西葛西 964 中里　　茜 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｶﾈ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 971 友行　由子 ﾄﾓﾕｷ ﾕｳｺ 小4

955 伊東　里歩 ｲﾄｳ ﾘﾎ 小5
963 村田　歌穂 ﾑﾗﾀ ｶﾎ 小5

9 イトマン高崎 364 奥野　絢女 ｵｸﾉ ｱﾔﾒ 小5
ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 369 大野　果実 ｵｵﾉ ﾐﾉﾘ 小4

368 須永風由子 ｽﾅｶﾞ ﾌﾕｺ 小4
365 佐藤　里沙 ｻﾄｳ ﾘｻ 小4
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