
第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１０歳以下          大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 下妻スポーツ 356 市川　朱音 ｲﾁｶﾜ ｱｶﾈ 小3
ｼﾓﾂﾏSC 学童 359 田所　瑞花 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐｽﾞｶ 小4

358 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 小4
357 上野　莉佳 ｳｴﾉ ﾘｶ 小3

3 ル・両国 1415 中下　　舞 ﾅｶｼﾀ ﾏｲ 小4
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 学童 1416 藤澤　麻希 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｷ 小4

1417 鈴木ひと美 ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 小4
1414 相原　真子 ｱｲﾊﾗ ﾏｺ 小4

4 イトマン埼玉 796 青木香寿子 ｱｵｷ ｶｽﾞｺ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 787 岡林　李奈 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 小4

792 荒川　秀美 ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞﾐ 小4
804 林　　奈奈 ﾊﾔｼ ﾅﾅ 小4

5 たっぷとりで 381 川崎　爽翔 ｶﾜｻｷ ｻﾜｶ 小4
ﾀｯﾌﾟﾄﾘﾃﾞ 学童 380 久積さおり ﾋｻﾂﾞﾐ ｻｵﾘ 小4

382 北澤　　梓 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｽﾞｻ 小3
378 井上裕美子 ｲﾉｳｴ ﾕﾐｺ 小4

6 名鉄ＳＳ神宮 2468 近藤　有紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 小4
ﾒｲﾃﾂｼﾞﾝｸ 学童 2470 石原　美波 ｲｼﾊﾗ ﾐﾅﾐ 小4

2466 鬼頭　佑実 ｷﾄｳ ﾕﾐ 小4
2464 安藤　千夏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾅﾂ 小4

7

8

Page: 1/5 Printing: 2005/03/30 16:13:52

加　盟

茨　城

愛  知

茨　城

東  京

埼  玉



第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１０歳以下          大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 イトマン札幌 45 上田　美鈴 ｳｴﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 小4

ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 学童 32 吉田　安那 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝﾅ 小4
30 亀田ゆり子 ｶﾒﾀﾞ ﾕﾘｺ 小4
38 佐藤　雅咲 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 小4

2 コナミ一橋 1423 梅津　杏菜 ｳﾒﾂ ｱﾝﾅ 小4
ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ 学童 1418 秋山　汐里 ｱｷﾔﾏ ｼｵﾘ 小4

1420 谷口彩里奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾘﾅ 小4
1419 曽根　舞衣 ｿﾈ ﾏｲ 小4

3 イトマン越谷 892 田村　優衣 ﾀﾑﾗ ﾕｲ 小4
ｺｼｶﾞﾔｲﾄﾏ 学童 885 岡山　優納 ｵｶﾔﾏ ﾕﾅ 小4

900 松本　美優 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｳ 小4
882 安藤江理奈 ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘﾅ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1636 小嶋　玲香 ｺｼﾞﾏ ﾚｲｶ 小4
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1639 松田　郁美 ﾏﾂﾀﾞ ｲｸﾐ 小4

1618 大西紗規子 ｵｵﾆｼ ｻｷｺ 小4
1640 松田　美夏 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｶ 小4

5 日花園ＳＣ 2592 西澤　　光 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋｶﾘ 小4
ﾆｯｶｴﾝSC 学童 2595 茂山千愛美 ﾓﾔﾏ ﾁｱﾐ 小4

2593 千阪　未来 ﾁｻｶ ﾐｷ 小4
2594 田鍋　有希 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 小4

6 Ｗメイツ鹿島 366 大川　佳澄 ｵｵｶﾜ ｶｽﾐ 小4
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 学童 368 木村　有紀 ｷﾑﾗ ﾕｷ 小4

365 対馬　彩果 ﾂｼﾏ ｻﾔｶ 小3
364 荒沼　佳純 ｱﾗﾇﾏ ｶｽﾐ 小3

7 イトマン 2681 山崎　美緒 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｵ 小3
ｲﾄﾏﾝ 学童 2687 大矢　舞鈴 ｵｵﾔ ﾏﾘﾝ 小4

2699 餅月　優衣 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ 小4
2674 塩谷　晴香 ｼｵﾀﾆ ﾊﾙｶ 小4

8 イトマン高崎 538 千田　史子 ﾁﾀﾞ ﾁｶｺ 小4
ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 539 大野　果実 ｵｵﾉ ﾐﾉﾘ 小4

534 須永風由子 ｽﾅｶﾞ ﾌﾕｺ 小4
530 佐藤　里沙 ｻﾄｳ ﾘｻ 小4
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第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１０歳以下          大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1496 神村万里恵 ｶﾐﾑﾗ ﾏﾘｴ 小4

ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1491 遠山　舞子 ﾄｵﾔﾏ ﾏｲｺ 小4
1494 山田　星子 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｺ 小4
1497 大矢　夏菜 ｵｵﾔ ｶﾅ 小4

2 ＢＳＳ福岡 3341 末永明日夏 ｽｴﾅｶﾞ ｱｽｶ 小4
BSSﾌｸｵｶ 学童 3337 渡　　千恵 ﾜﾀﾘ ﾁｻﾄ 小4

3318 桜井瑛梨奈 ｻｸﾗｲ ｴﾘﾅ 小4
3339 武田　佳菜 ﾀｹﾀﾞ ｶﾅ 小3

3 コナミ林間 1751 鶴川　美帆 ﾂﾙｶﾜ ﾐﾎ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1748 石川沙也香 ｲｼｶﾜ ｻﾔｶ 小4

1743 三浦　梨花 ﾐｳﾗ ﾘｶ 小4
1742 佐藤　百恵 ｻﾄｳ ﾓﾓｴ 小4

4 イ大教大宮東 640 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 小4
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 学童 647 藤本　麻雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 小4

655 佐藤　詠美 ｻﾄｳ ｴﾐ 小4
648 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 小4

5 イトマン大宮 591 前田　美樹 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 小4
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 594 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 小4

587 細川　　舞 ﾎｿｶﾜ ﾏｲ 小4
596 田中咲和子 ﾀﾅｶ ｻﾜｺ 小4

6 甲府ＳＳ 2114 鮫田　　萌 ｻﾒﾀ ﾓｴ 小4
ｺｳﾌSS 学童 2107 永島　優佳 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｶ 小4

2117 七里　夏海 ｼﾁﾘ ﾅﾂﾐ 小4
2126 渡辺　理奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ 小4

7 ＪＳＳ宝塚 2940 岩井　亜夢 ｲﾜｲ ｱﾑ 小4
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 2938 井ノ本　宙 ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ 小4

2945 白井　佳織 ｼﾗｲ ｶｵﾘ 小3
2944 南　　梨加 ﾐﾅﾐ ﾘｶ 小4

8 ブリヂストン 11527 黒木華菜子 ｸﾛｷ ｶﾅｺ 小4
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 学童 11529 大塚　菜央 ｵｵﾂｶ ﾅｵ 小4

11528 緒方　　茜 ｵｶﾞﾀ ｱｶﾈ 小4
11533 福島　亜理 ﾌｸｼﾏ ｴﾘ 小4
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第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１０歳以下          大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 東京ＤＣ桜台 1471 大倉　星花 ｵｵｸﾗ ﾎｼｶ 小4

DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1466 溝上　壽乃 ﾐｿﾞｶﾐ ﾋｻﾉ 小3
1468 小畑　安紀 ｵﾊﾞﾀ ｱｷ 小4
1469 太田　梨紗 ｵｵﾀ ﾘｻ 小4

2 コナミ西葛西 1326 中里　　茜 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｶﾈ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1333 友行　由子 ﾄﾓﾕｷ ﾕｳｺ 小4

1328 椿原　愛彩 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｱﾔ 小4
1315 井上　理央 ｲﾉｳｴ ﾘｵ 小4

3 東京ＳＣ 1258 青田　梨奈 ｱｵﾀ ﾘﾅ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1259 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 小4

1268 畠中　朋香 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ 小4
1256 小宮　早稀 ｺﾐﾔ ｻｷ 小3

4 イトマン館林 508 中野　令菜 ﾅｶﾉ ﾚﾅ 小4
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 499 亀山　由芽 ｶﾒﾔﾏ ﾕﾒ 小4

515 平野　　舞 ﾋﾗﾉ ﾏｲ 小4
513 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 小4

5 イ大教郡山北 306 佐藤　真菜 ｻﾄｳ ﾏﾅ 小4
ｲｺｵﾘﾔﾏｷﾀ 学童 305 金成みづき ｶﾅﾘ ﾐﾂﾞｷ 小4

303 飯野和花菜 ｲｲﾉ ﾜｶﾅ 小4
304 橋本実沙紀 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ 小4

6 イトマン鯱 2345 滝澤穂乃香 ﾀｷｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 小4
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 学童 2343 川木かえで ｶﾜｷ ｶｴﾃﾞ 小4

2340 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 小3
2346 都築　美帆 ﾂﾂﾞｷ ﾐﾎ 小4

7 フジタＤＮ 3181 井田みなみ ｲﾀﾞ ﾐﾅﾐ 小4
ﾌｼﾞﾀDN 学童 3183 沖野　真優 ｵｷﾉ ﾏﾕ 小4

3180 井田すみれ ｲﾀﾞ ｽﾐﾚ 小4
3187 中島由里絵 ﾅｶｼﾏ ﾕﾘｴ 小4

8 イトふじみ野 931 杉本佳那子 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅｺ 小4
ﾌｼﾞﾐﾉｲﾄﾏ 学童 926 金子　美月 ｶﾈｺ ﾐﾂﾞｷ 小4

928 重信　藤乃 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾌｼﾞﾉ 小4
935 川島ことみ ｶﾜｼﾏ ｺﾄﾐ 小3
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第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１０歳以下          大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1931 毛利侑理子 ﾓｳﾘ ﾕﾘｺ 小4

ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 1929 服部　渚沙 ﾊｯﾄﾘ ﾅｷﾞｻ 小4
1928 渡辺　綾乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾉ 小3
1922 永井　亜実 ﾅｶﾞｲ ｱﾐ 小4

2 イトマン加須 760 漆原　春佳 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 小4
ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 学童 766 石井那留美 ｲｼｲ ﾅﾙﾐ 小4

754 金子　美鈴 ｶﾈｺ ﾐｽｽﾞ 小4
759 室川智奈未 ﾑﾛｶﾜ ﾁﾅﾐ 小4

3 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2033 小澤　有未 ｵｻﾞﾜ ﾕﾐ 小4
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 2040 富岡奈津実 ﾄﾐｵｶ ﾅﾂﾐ 小4

2051 坂東春菜子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ 小4
2031 三森　愛奈 ﾐﾂﾓﾘ ｱｲﾅ 小4

4 ユアー蕨 880 中村　　舞 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 小4
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 学童 875 笹川菜々美 ｻｻｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 小4

878 大森　愛子 ｵｵﾓﾘ ｱｲｺ 小4
869 林ﾋｮﾝｼﾞｭ ｲﾑ ﾋｮﾝｼﾞｭ 小4

5 かしまＡＺ 1605 室井　真純 ﾑﾛｲ ﾏｽﾐ 小4
ｶｼﾏAZ 学童 1597 黒岩　紗耶 ｸﾛｲﾜ ｻﾔ 小4

1608 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 小4
1603 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 小4

6 東京ＤＣ 1290 松丸愛里菜 ﾏﾂﾏﾙ ｴﾘﾅ 小4
ﾄｳｷｮｳDC 学童 1292 相生　知秋 ｱｲｵｲ ﾁｱｷ 小4

1288 三宅　梨沙 ﾐﾔｹ ﾘｻ 小4
1289 山崎有里奈 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ 小4

7 大野城ＳＣ 3371 深町　朱里 ﾌｶﾏﾁ ｱｶﾘ 小4
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 学童 3374 廣重実加理 ﾋﾛｼｹﾞ ﾐｶﾘ 小4

3370 高田　菜摘 ﾀｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 小4
3373 有田　早希 ｱﾘﾀ ｻｷ 小4

8 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1148 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 小4
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 1151 渡辺真佑子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ 小4

1142 熊倉　眞子 ｸﾏｸﾗ ﾏｺ 小4
1149 中嶋　理乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾉ 小4
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