
第28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 イトマン 2150 山崎　美緒 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｵ 小4

ｲﾄﾏﾝ 学童 2153 川村　亜衣 ｶﾜﾑﾗ ｱｲ 小5
2146 柿白　千尋 ｶｷｼﾛ ﾁﾋﾛ 小4
2144 安江　真衣 ﾔｽｴ ﾏｲ 小5

2 イトマン鷲宮 704 奥澤　香奈 ｵｸｻﾞﾜ ｶﾅ 小4
ｲﾄﾏﾝﾜｼﾐﾔ 学童 706 砂沢あゆみ ｽﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 小5

707 山本瑠美子 ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾐｺ 小5
705 吉成　　彩 ﾖｼﾅﾘ ｱﾔ 小4

3 ｲﾄﾏﾝふじみ野 752 杉本佳那子 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅｺ 小5
ﾌｼﾞﾐﾉｲﾄﾏ 学童 747 金子　美月 ｶﾈｺ ﾐﾂﾞｷ 小5

756 川上　千鶴 ｶﾜｶﾐ ﾁﾂﾞﾙ 小4
757 川島ことみ ｶﾜｼﾏ ｺﾄﾐ 小4

4 かしまＡＺ 1349 室井　真純 ﾑﾛｲ ﾏｽﾐ 小5
ｶｼﾏAZ 学童 1342 黒岩　紗耶 ｸﾛｲﾜ ｻﾔ 小5

1344 根山　　栞 ﾈﾔﾏ ｼｵﾘ 小4
1338 江口　彩菜 ｴｸﾞﾁ ｱﾔﾅ 小4

5 イトマン大教 529 二階堂桃花 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 小5
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 学童 509 永井　佑佳 ﾅｶﾞｲ ﾕｶ 小5

525 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 小5
514 佐藤　詠美 ｻﾄｳ ｴﾐ 小5

6 ユアー蕨 713 笹川菜々美 ｻｻｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 小5
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 学童 716 清水　春菜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 小5

721 林ﾋｮﾝｼﾞｭ ｲﾑ ﾋｮﾝｼﾞｭ 小5
719 中村　　舞 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 小5

7 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 862 西　　彩乃 ﾆｼ ｱﾔﾉ 小5
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 860 篠原　春奈 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾅ 小4

854 海宝　悟子 ｶｲﾎｳ ｻﾄｺ 小4
851 越山なる美 ｺｼﾔﾏ ﾅﾙﾐ 小5

8 ｲﾄﾏﾝ伊勢崎 360 吉田　理穂 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾎ 小5
ｲﾄﾏﾝｲｾｻｷ 学童 364 高橋　彩佳 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 小5

365 高橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 小4
373 中島みづき ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂﾞｷ 小5

9 後楽園調布 1247 田中　　舞 ﾀﾅｶ ﾏｲ 小5
ｺｳﾗｸｴﾝSS 学童 1251 立花　瑞穂 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐｽﾞﾎ 小5

1249 野町真名実 ﾉﾏﾁ ﾏﾅﾐ 小5
1245 石原　里奈 ｲｼﾊﾗ ﾘﾅ 小5
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第28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     
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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 テ－オ－ＳＳ 5 坂本　汐里 ｻｶﾓﾄ ｼｵﾘ 小4

ﾃ-ｵ-SS 学童 7 平森　　澪 ﾋﾗﾓﾘ ﾚｲ 小5
6 長谷川　愛 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ 小4
3 五十嵐冬華 ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾕｶ 小5

2 イトマン高崎 417 千田　史子 ﾁﾀﾞ ﾁｶｺ 小5
ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 421 福島　愛弓 ﾌｸｼﾏ ｱﾕﾐ 小5

413 須永風由子 ｽﾅｶﾞ ﾌﾕｺ 小5
411 佐藤　里沙 ｻﾄｳ ﾘｻ 小5

3 ｲﾄﾏﾝ東伏見 910 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 小5
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 913 渡辺真佑子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ 小5

920 熊倉　眞子 ｸﾏｸﾗ ﾏｺ 小5
912 中嶋　理乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾉ 小5

4 イトマン札幌 28 山内萌乃香 ﾔﾏｳﾁ ﾎﾉｶ 小4
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 学童 25 吉田　安那 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝﾅ 小5

23 亀田ゆり子 ｶﾒﾀﾞ ﾕﾘｺ 小5
26 佐藤　雅咲 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 小5

5 イトマン館林 391 中野　令菜 ﾅｶﾉ ﾚﾅ 小5
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 385 山口裕佑佳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 小4

389 石島　　梢 ｲｼｼﾞﾏ ｺｽﾞｴ 小4
393 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 小5

6 コナミ林間 1460 鶴川　美帆 ﾂﾙｶﾜ ﾐﾎ 小5
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1453 岡戸　香七 ｵｶﾄﾞ ｶﾅ 小4

1456 三浦　梨花 ﾐｳﾗ ﾘｶ 小5
1457 山下さくら ﾔﾏｼﾀ ｻｸﾗ 小5

7 東京ＤＣ 1075 山崎有里奈 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ 小5
ﾄｳｷｮｳDC 学童 1078 相生　知秋 ｱｲｵｲ ﾁｱｷ 小5

1074 三宅　梨沙 ﾐﾔｹ ﾘｻ 小5
1070 岩間　理咲 ｲﾜﾏ ﾘｻ 小4

8 ｲﾄﾏﾝ横須賀 1577 小川　瑠唯 ｵｶﾞﾜ ﾙｲ 小4
ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ 学童 1574 戸田　圭美 ﾄﾀﾞ ﾖｼﾐ 小5

1571 遠山みなみ ﾄｵﾔﾏ ﾐﾅﾐ 小3
1582 中野　希望 ﾅｶﾉ ﾉｿﾞﾐ 小5

9 御幸ヶ原ＳＳ 312 徐　　怜巳 ｼﾞｮ ﾚｲﾐ 小5
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 309 山口　夏季 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 小5

319 薄井　結花 ｳｽｲ ﾕｶ 小3
304 橋本　　茜 ﾊｼﾓﾄ ｱｶﾈ 小5
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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 はるおか福岡 2629 唐島　美穂 ｶﾗｼﾏ ﾐﾎ 小5

ﾊﾙｵｶﾌｸｵｶ 学童 2626 鬼﨑真律加 ｵﾆｻｷ ﾏﾘｶ 小5
2628 大石　愛子 ｵｵｲｼ ｱｲｺ 小4
2625 河野　美咲 ｶﾜﾉ ﾐｻｷ 小5

2 たっぷとりで 270 川崎　爽翔 ｶﾜｻｷ ｻﾜｶ 小5
ﾀｯﾌﾟﾄﾘﾃﾞ 学童 269 久積さおり ﾋｻﾂﾞﾐ ｻｵﾘ 小5

271 北澤　　梓 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｽﾞｻ 小4
265 井上裕美子 ｲﾉｳｴ ﾕﾐｺ 小5

3 イトマン鹿沼 283 落合　優希 ｵﾁｱｲ ﾕｷ 小5
ｲﾄﾏﾝｶﾇﾏ 学童 277 小島和華子 ｺｼﾞﾏ ﾜｶｺ 小4

281 福田　弥生 ﾌｸﾀﾞ ﾔﾖｲ 小4
285 鈴木ももこ ｽｽﾞｷ ﾓﾓｺ 小4

4 イトマン加須 607 金子　美鈴 ｶﾈｺ ﾐｽｽﾞ 小5
ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 学童 616 土田菜夏実 ﾂﾁﾀﾞ ﾅﾅﾐ 小4

615 杉山芙美花 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐｶ 小4
610 室川智奈未 ﾑﾛｶﾜ ﾁﾅﾐ 小5

5 東京ＳＣ 1037 中村　夢実 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1033 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 小5

1040 萩原　理沙 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｻ 小4
1032 青田　梨奈 ｱｵﾀ ﾘﾅ 小5

6 ＪＳＳ宝塚 2354 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 小4
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 2349 井ノ本　宙 ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ 小5

2357 白井　佳織 ｼﾗｲ ｶｵﾘ 小4
2352 鎌田　憂希 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 小5

7 日花園ＳＣ 2073 西澤　　光 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋｶﾘ 小5
ﾆｯｶｴﾝSC 学童 2076 檜木　彩美 ﾋﾉｷ ｱﾔﾐ 小5

2075 茂山千愛美 ﾓﾔﾏ ﾁｱﾐ 小5
2074 辻　　桃香 ﾂｼﾞ ﾓﾓｶ 小5

8 下妻スポーツ 245 市川　朱音 ｲﾁｶﾜ ｱｶﾈ 小4
ｼﾓﾂﾏSC 学童 248 田所　瑞花 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐｽﾞｶ 小5

247 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 小5
246 上野　莉佳 ｳｴﾉ ﾘｶ 小4

9 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1184 中下　　舞 ﾅｶｼﾀ ﾏｲ 小5
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 学童 1185 藤澤　麻希 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｷ 小5

1186 鈴木ひと美 ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 小5
1183 森田　琴子 ﾓﾘﾀ ｺﾄｺ 小5
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