
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.187 女子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:43.80
１０歳以下          大会記録  1:59.44

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 コナミ西新井 1505 小林　江舞 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｱﾗｲ 学童 1508 鈴木　茜音 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 小4

1510 榎本　早希 ｴﾉﾓﾄ ｻｷ 小4
1506 松吉　　茜 ﾏﾂﾖｼ ｱｶﾈ 小3

4 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 2340 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 小3

2343 川木かえで ｶﾜｷ ｶｴﾃﾞ 小4
2346 都築　美帆 ﾂﾂﾞｷ ﾐﾎ 小4

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

6

7

8
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スタートリスト

競技No.187 女子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:43.80
１０歳以下          大会記録  1:59.44

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 イトマン長命 161 三浦　　麗 ﾐｳﾗ ﾚｲ 小4

ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 学童 167 武藤　　唯 ﾑﾄｳ ﾕｲ 小4
158 亀森　美紀 ｶﾒﾓﾘ ﾐｷ 小4
166 渡辺有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 小4

2 コナミ伏見 2606 中尾奈津希 ﾅｶｵ ﾅﾂｷ 小3
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2605 茶谷　美帆 ﾁｬﾀﾆ ﾐﾎ 小3

2601 吉岡　琴乃 ﾖｼｵｶ ｺﾄﾉ 小3
2604 太田百合菜 ｵｵﾀ ﾕﾘﾅ 小4

3 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

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

4 コナミ北浦和 696 梅田　紗圭 ｳﾒﾀﾞ ｽｽﾞｶ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 691 笹澤　　桜 ｻｻｻﾞﾜ ｻｸﾗ 小3

692 山口　夏実 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 小3
695 相田　咲織 ｱｲﾀﾞ ｻｵﾘ 小4

5 イトマン高崎 527 阿部　千秋 ｱﾍﾞ ﾁｱｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 530 佐藤　里沙 ｻﾄｳ ﾘｻ 小4

542 福島　愛弓 ﾌｸｼﾏ ｱﾕﾐ 小4
534 須永風由子 ｽﾅｶﾞ ﾌﾕｺ 小4

6 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 3334 中村　菓倫 ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 小3

3339 武田　佳菜 ﾀｹﾀﾞ ｶﾅ 小3
3332 池田　穂香 ｲｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 小4

7 イトマン北本 630 鈴木　　凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 小4
ｲﾄﾏﾝｷﾀﾓﾄ 学童 613 下地　真衣 ｼﾓｼﾞ ﾏｲ 小4

625 新井美沙希 ｱﾗｲ ﾐｻｷ 小4
616 吉水　美弥 ﾖｼﾐｽﾞ ﾐﾔ 小4

8 ＪＳＳ宝塚 2939 羽田　幸代 ﾊﾀﾞ ｻﾁﾖ 小4
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 2945 白井　佳織 ｼﾗｲ ｶｵﾘ 小3

2940 岩井　亜夢 ｲﾜｲ ｱﾑ 小4
2938 井ノ本　宙 ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ 小4
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競技No.187 女子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:43.80
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 イトマン王寺 3080 新　　千晴 ｱﾀﾗｼ ﾁﾊﾙ 小4

ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 学童 3083 野田香菜子 ﾉﾀﾞ ｶﾅｺ 小4
3071 永芳　由依 ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｲ 小4
3074 岩阪　花菜 ｲﾜｻｶ ｶﾅ 小4

2 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 1742 佐藤　百恵 ｻﾄｳ ﾓﾓｴ 小4

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

3 東京ＤＣ桜台 1469 太田　梨紗 ｵｵﾀ ﾘｻ 小4
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1468 小畑　安紀 ｵﾊﾞﾀ ｱｷ 小4

1466 溝上　壽乃 ﾐｿﾞｶﾐ ﾋｻﾉ 小3
1471 大倉　星花 ｵｵｸﾗ ﾎｼｶ 小4

4 かしまＡＺ 1608 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 小4
ｶｼﾏAZ 学童 1601 斎藤　童葉 ｻｲﾄｳ ﾜｶﾊﾞ 小4

1605 室井　真純 ﾑﾛｲ ﾏｽﾐ 小4
1603 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 小4

5 イトマン越谷 898 種部　亜耶 ﾀﾈﾍﾞ ｱﾔ 小4
ｺｼｶﾞﾔｲﾄﾏ 学童 895 山谷　梨紗 ﾔﾏﾔ ﾘｻ 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

6 イトマン鴻巣 849 増尾　　葵 ﾏｽｵ ｱｵｲ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 学童 848 倉橋　友李 ｸﾗﾊｼ ﾕﾘ 小4

838 杉田　彩佳 ｽｷﾞﾀ ｱﾔｶ 小4
840 片岡　采子 ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ 小4

7 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2031 三森　愛奈 ﾐﾂﾓﾘ ｱｲﾅ 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

2033 小澤　有未 ｵｻﾞﾜ ﾕﾐ 小4
2051 坂東春菜子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ 小4

8 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

596 田中咲和子 ﾀﾅｶ ｻﾜｺ 小4
587 細川　　舞 ﾎｿｶﾜ ﾏｲ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 後楽園調布 1487 野町真名実 ﾉﾏﾁ ﾏﾅﾐ 小4

ｺｳﾗｸｴﾝSS 学童 1488 立花　瑞穂 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐｽﾞﾎ 小4
1486 田中　　舞 ﾀﾅｶ ﾏｲ 小4
1483 石原　里奈 ｲｼﾊﾗ ﾘﾅ 小4

2 コパン可児 2543 多田　早希 ﾀﾀﾞ ｻｷ 小4
ｺﾊﾟﾝｶﾆ 学童 2546 米倉　　薫 ﾖﾈｸﾗ ｶｵﾙ 小4

2545 土屋　友貴 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 小4
2534 鵜飼　毬衣 ｳｶｲ ﾏﾘｴ 小3

3 Ｆ－ＢＩＧ 413 小関　夏奈 ｵｾﾞｷ ｶﾅ 小4
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞ 学童 414 小山　萌美 ｺﾔﾏ ﾓｴﾐ 小4

411 野沢　知香 ﾉｻﾞﾜ ｻﾄｶ 小4
410 冨山　華菜 ﾄﾐﾔﾏ ｶﾅ 小4

4 イ大教大宮東 648 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 小4
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 学童 640 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 小4

655 佐藤　詠美 ｻﾄｳ ｴﾐ 小4
647 藤本　麻雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 小4

5 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

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

6 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 804 林　　奈奈 ﾊﾔｼ ﾅﾅ 小4

787 岡林　李奈 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 小4
795 森　さやか ﾓﾘ ｻﾔｶ 小4

7 イトふじみ野 928 重信　藤乃 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾌｼﾞﾉ 小4
ﾌｼﾞﾐﾉｲﾄﾏ 学童 931 杉本佳那子 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅｺ 小4

935 川島ことみ ｶﾜｼﾏ ｺﾄﾐ 小3
927 坂梨　　遥 ｻｶﾅｼ ﾊﾙｶ 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 1149 中嶋　理乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾉ 小4

1147 石川　真由 ｲｼｶﾜ ﾏﾕ 小3
1151 渡辺真佑子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ 小4
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競技No.187 女子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:43.80
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 コナミ西葛西 1333 友行　由子 ﾄﾓﾕｷ ﾕｳｺ 小4

ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1326 中里　　茜 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｶﾈ 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

2 ル・両国 1415 中下　　舞 ﾅｶｼﾀ ﾏｲ 小4
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 学童 1414 相原　真子 ｱｲﾊﾗ ﾏｺ 小4

1416 藤澤　麻希 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｷ 小4
1413 森田　琴子 ﾓﾘﾀ ｺﾄｺ 小4

3 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1619 堀越　　歩 ﾎﾘｺｼ ｱﾕﾐ 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

1636 小嶋　玲香 ｺｼﾞﾏ ﾚｲｶ 小4
1640 松田　美夏 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｶ 小4

4 ユアー蕨 875 笹川菜々美 ｻｻｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 小4
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 学童 869 林ﾋｮﾝｼﾞｭ ｲﾑ ﾋｮﾝｼﾞｭ 小4

880 中村　　舞 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 小4
878 大森　愛子 ｵｵﾓﾘ ｱｲｺ 小4

5 イトマン館林 513 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 小4
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 507 石島　　梢 ｲｼｼﾞﾏ ｺｽﾞｴ 小3

515 平野　　舞 ﾋﾗﾉ ﾏｲ 小4
508 中野　令菜 ﾅｶﾉ ﾚﾅ 小4

6 かしま天山 3292 野中　　楓 ﾉﾅｶ ｶｴﾃﾞ 小4
ｶｼﾏｱﾏﾔﾏ 学童 3291 片岡　　響 ｶﾀｵｶ ｷｮｳ 小4

3287 山下　友香 ﾔﾏｼﾀ ﾕｶ 小4
3284 永山　美沙 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｻ 小4

7 コナミ鳴海 2405 恒川　由衣 ﾂﾈｶﾜ ﾕｲ 小4
ｺﾅﾐﾅﾙﾐ 学童 2408 姫田　法子 ﾋﾒﾀﾞ ﾉﾘｺ 小4

2407 大脇　彩菜 ｵｵﾜｷ ｱﾔﾅ 小3
2406 阪野真帆利 ﾊﾞﾝﾉ ﾏﾎﾘ 小4

8 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 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
2595 茂山千愛美 ﾓﾔﾏ ﾁｱﾐ 小4
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