
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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 あかやまＳＳ 336 岡安　紗妃 ｵｶﾔｽ ｻｷ 小6
ｱｶﾔﾏ 337 加藤　圭恵 ｶﾄｳ ﾀﾏｴ 小5

341 小野澤　遥 ｵﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中1
340 篠村美優輝 ｼﾉﾑﾗ ﾐﾕｷ 小6

4 東京ＳＣ 1248 逆井　　結 ｻｶｻｲ ﾕｲ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1243 永井　　舞 ﾅｶﾞｲ ﾏｲ 小6

1254 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 小5
1260 村田　裕奈 ﾑﾗﾀ ﾕﾅ 小6

5 ジャパン丸亀 3218 土岐　彩香 ﾄｷ ｱﾔｶ 小6
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 学童 3214 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 小6

3212 安岐英里子 ｱｷ ｴﾘｺ 小6
3221 濱口　裕香 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 小6

6 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 1303 鎌田あすか ｶﾏﾀ ｱｽｶ 小5
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 学童 1304 吉田　聡美 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾐ 小6

1301 牧田　　彩 ﾏｷﾀ ｱﾔ 小6
1305 久芳　雪乃 ｸﾊﾞ ﾕｷﾉ 小5

7

8
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東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 世田谷ＳＳ 1519 岡本　明莉 ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 小5

ｾﾀｶﾞﾔSS 学童 1517 稲益麻亜子 ｲﾅﾏｽ ﾏｱｺ 小6
1524 鴇田　紗彩 ﾄｷﾀ ｻｱﾔ 小6
1521 石川　優莉 ｲｼｶﾜ ﾕﾘ 小5

2 ＭＹＳ名学院 2441 福井友理菜 ﾌｸｲ ﾕﾘﾅ 小5
MYSﾅｺﾞﾔ 学童 2442 鈴木　みさ ｽｽﾞｷ ﾐｻ 小6

2438 中山　亜衣 ﾅｶﾔﾏ ｱｲ 小6
2437 太田　晴菜 ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ 小6

3 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1143 原川　紗英 ﾊﾗｶﾜ ｻｴ 小6
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 1150 田部井あすか ﾀﾍﾞｲ ｱｽｶ 小6

1140 井上　絢華 ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ 小6
1146 森川　愛理 ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ 小6

4 イトマン函館 76 清水　明恵 ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小6
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 学童 69 岡田明抄希 ｵｶﾀﾞ ｱｻｷ 小6

73 志手　悠夏 ｼﾃﾞ ﾊﾙｶ 小6
75 狩野　理紗 ｶﾘﾉ ﾘｻ 小5

5 ウオタメイツ 1715 江畑　　光 ｴﾊﾞﾀ ﾋｶﾙ 小6
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 学童 1719 山根　綾花 ﾔﾏﾈ ｱﾔｶ 小6

1720 植村　友香 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓｶ 小6
1713 関根　理沙 ｾｷﾈ ﾘｻ 小5

6 イトマン埼玉 786 雨宮　理紗 ｱﾒﾐﾔ ﾘｻ 小6
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 800 竹内　麻佑 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕ 小5

801 中村友梨香 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 小5
797 川勝　美輝 ｶﾜｶﾂ ﾐｷ 小5

7 コナミ大野城 3378 村上　陽香 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 小6
ｺﾅﾐｵｵﾉｼ 学童 3380 中野　夕奈 ﾅｶﾉ ﾕｳﾅ 小6

3376 荻本　祥子 ｵｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｺ 小6
3377 岩永　有加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｶ 小6

8 川口ＳＣ 569 田島　優希 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 小6
ｶﾜｸﾞﾁｽｲﾐ 学童 568 斉藤　里佳 ｻｲﾄｳ ﾘｶ 小5

570 木島　由貴 ｷｼﾞﾏ ﾕｷ 小6
567 岩村　　佳 ｲﾜﾑﾗ ｹｲ 小6
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東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 後楽園調布 1475 遠山　美穂 ﾄｵﾔﾏ ﾐﾎ 小5

ｺｳﾗｸｴﾝSS 学童 1482 西村　　希 ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小5
1489 鈴木　彩香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 小5
1476 桑田　　冴 ｸﾜﾀ ｻｴ 小6

2 イトマン 2678 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 小6
ｲﾄﾏﾝ 学童 2676 吉内絵理奈 ﾖｼｳﾁ ｴﾘﾅ 小6

2693 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 小6
2689 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1063 榎本　梨沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 小6
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 1066 岩城　美良 ｲﾜｼﾛ ﾐﾗ 小6

1078 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 小5
1074 徳島　　栞 ﾄｸｼﾏ ｼｵﾘ 小6

4 ﾖｺﾊﾏSC左近山 1958 菊地　真帆 ｷｸﾁ ﾏﾎ 小6
ﾖｺﾊﾏSCｻｺ 学童 1966 米木　美穂 ﾖﾈｷ ﾐﾎ 小6

1959 菊地　真妃 ｷｸﾁ ﾏｷ 小6
1961 佐藤　千愛 ｻﾄｳ ﾕｷｴ 小6

5 イトマン札幌 34 橋本　百枝 ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｴ 小6
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 学童 47 大島　咲季 ｵｵｼﾏ ｻｷ 小6

50 木村あいり ｷﾑﾗ ｱｲﾘ 小5
42 小原　瞳美 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ 小6

6 イトマン安中 521 真下　莉奈 ﾏｼﾓ ﾘﾅ 小6
ｲﾄﾏﾝｱﾝﾅｶ 学童 518 井上結加里 ｲﾉｳｴ ﾕｶﾘ 小6

525 北村　志歩 ｷﾀﾑﾗ ｼﾎ 小6
520 三浦　裕実 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾐ 小6

7 名鉄ＳＳ刈谷 2421 坂本　南帆 ｻｶﾓﾄ ﾅﾎ 小6
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 2431 宮野　寿和 ﾐﾔﾉ ｺﾄﾜ 小6

2428 加藤　優里 ｶﾄｳ ﾕﾘ 小6
2422 倉松　真子 ｸﾗﾏﾂ ﾏｺ 中1

8 セキタＳＣ 1988 稲川　愛里 ｲﾅｶﾞﾜ ｱｲﾘ 小6
ｾｷﾀSC 学童 1989 乙幡あずさ ｵﾂﾊﾀ ｱｽﾞｻ 小6

1994 西島　朋子 ﾆｼｼﾞﾏ ﾄﾓｺ 小6
1992 根本　紗良 ﾈﾓﾄ ｻﾗ 小5
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スタートリスト

競技No.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 かしまＡＺ 1609 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 小6

ｶｼﾏAZ 学童 1595 香山　真琴 ｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 小5
1602 坂本　朋美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 小6
1607 仙北　　早 ｾﾝﾎﾞｸ ﾊﾔ 小6

2 イトマン多摩 2020 沼崎　　円 ﾇﾏｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 小6
ｲﾄﾏﾝﾀﾏ 学童 2022 白井　礼子 ｼﾗｲ ﾚｲｺ 小6

2021 川口　知美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 小6
2016 黒田麻紀子 ｸﾛﾀﾞ ﾏｷｺ 小6

3 メディカル 1095 植草　梨緒 ｳｴｸｻ ﾘｵ 小6
ﾒﾃﾞｨｶﾙ 学童 1096 瀧上　真世 ﾀｷｼﾞｮｳ ﾏﾖ 小6

1097 中村　優希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 小6
1094 松丸　美穂 ﾏﾂﾏﾙ ﾐﾎ 小6

4 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1626 加藤　由衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 小6
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1641 仁科　友里 ﾆｼﾅ ﾕﾘ 小6

1625 加藤　麻衣 ｶﾄｳ ﾏｲ 小6
1622 押田　実菜 ｵｼﾀﾞ ﾐﾅ 小6

5 Ｓアカデミ－ 1829 海口　雪絵 ｶｲｸﾞﾁ ﾕｷｴ 小5
Sｱｶﾃﾞﾐｰ 学童 1831 石井　　歩 ｲｼｲ ｱﾕﾐ 小6

1835 天沼　　愛 ｱﾏﾇﾏ ｱｲ 小6
1834 大野　未知 ｵｵﾉ ﾐﾁ 小6

6 ＪＳＳ長岡 2190 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 小5
JSSﾅｶﾞｵｶ 学童 2192 綿貫めぐみ ﾜﾀﾇｷ ﾒｸﾞﾐ 小6

2191 田　　佑美 ﾃﾞﾝ ﾕｳﾐ 小5
2186 間野　瑠理 ﾏﾉ ﾙﾘ 小6

7 イトマン西神 2990 岡本千代恵 ｵｶﾓﾄ ﾁﾖｴ 小5
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 学童 2989 岡田　佳子 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｺ 小5

2998 中谷友里花 ﾅｶﾀﾆ ﾕﾘｶ 小6
2996 赤間江里佳 ｱｶﾏ ｴﾘｶ 小5

8 三菱養和ＳＳ 1343 黒澤　奏子 ｸﾛｻﾜ ｶﾅｺ 小6
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1337 岡田　朋子 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｺ 小5

1335 伊東真理絵 ｲﾄｳ ﾏﾘｴ 小6
1351 大高　真央 ｵｵﾀｶ ﾏｵ 小6
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スタートリスト

競技No.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 アクアマリン 1560 森　ひかり ﾓﾘ ﾋｶﾘ 小6

ｱｸｱﾏﾘﾝ 学童 1556 弓長　文南 ﾕﾐﾅｶﾞ ﾌﾐﾅ 小6
1558 元藤　春奈 ｹﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 小6
1557 兼田　雅美 ｶﾈﾀ ﾏｻﾐ 小5

2 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1921 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 1930 平賀真理子 ﾋﾗｶﾞ ﾏﾘｺ 小6

1923 後藤　晴奈 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾅ 小5
1927 渡会　七菜 ﾜﾀﾗｲ ﾅﾅ 小6

3 みかづきＳＳ 3299 中村　歩美 ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ 小6
ﾐｶﾂﾞｷSS 学童 3302 博田　れな ﾊｶﾀ ﾚﾅ 小6

3296 山谷　沙紀 ﾔﾏﾔ ｻｷ 小6
3298 中川　靖菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾅ 小6

4 コナミ西葛西 1329 田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ 小6
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1322 松竹　涼子 ﾏﾂﾀｹ ﾘｮｳｺ 小5

1318 高見　真生 ﾀｶﾐ ﾏｵ 小6
1330 田渕　花恵 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 小6

5 イトマン館林 505 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 小6
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 502 山口紫緒梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾘ 小5

512 田部井優穂 ﾀﾍﾞｲ ﾕﾎ 小6
514 内田　有紀 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷ 小6

6 枚方ＳＳ 2815 有岡由佳理 ｱﾘｵｶ ﾕｶﾘ 小6
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2806 松端　美穂 ﾏﾂﾊﾞﾀ ﾐﾎ 小6

2811 田原　麻捺 ﾀﾊﾗ ｱｻﾅ 小6
2802 三條　里奈 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾘﾅ 小5

7 ル・土気 998 飯田真唯子 ｲｲﾀﾞ ﾏｲｺ 小6
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 学童 1000 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 小5

991 稲葉沙椰之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾔﾉ 小5
1001 野本　葉子 ﾉﾓﾄ ﾖｳｺ 小6

8 イトマン京都 2631 成田　早希 ﾅﾘﾀ ｻｷ 小6
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2627 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 小6

2628 山本　薫子 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾙ 小6
2638 津下　晶子 ﾂｹﾞ ｱｷｺ 小6
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