
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. 21 女子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:56.05
11～12歳            大会記録  2:04.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3

4 ｲﾄﾏﾝ長命ヶ丘 115 松本百奈莉 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾅﾘ 中1
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 中学 116 川村　レミ ｶﾜﾑﾗ ﾚﾐ 中1

113 菊池ありさ ｷｸﾁ ｱﾘｻ 中1
117 渡辺未世子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾖｺ 中1

5 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1673 小澤　有未 ｵｻﾞﾜ ﾕﾐ 小5
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 1666 戸野本唯花 ﾄﾉﾓﾄ ﾕｲｶ 小6

1670 坂東春菜子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ 小5
1668 江見　涼香 ｴﾐ ｽｽﾞｶ 小6

6 ﾙﾈｻﾝｽ土気 807 富安　理嘉 ﾄﾐﾔｽ ﾘｶ 小6
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 学童 808 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 小6

799 稲葉沙椰之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾔﾉ 小6
803 星見　友紀 ﾎｼﾐ ﾕｷ 小6

7

8

9

10
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加　盟
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千  葉

宮  城



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. 21 女子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:56.05
11～12歳            大会記録  2:04.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 多摩ＩＳＣ 1216 内藤由里恵 ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｴ 中1

ﾀﾏISC 中学 1214 川上奈津季 ｶﾜｶﾐ ﾅﾂｷ 中1
1212 小菅　純佳 ｺｽｹﾞ ｱﾔｶ 中1
1215 藤田　幸恵 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷｴ 中1

2 イトマン西神 2405 竹田　晴香 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 小5
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 学童 2399 岡田　佳子 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｺ 小6

2404 赤間江里佳 ｱｶﾏ ｴﾘｶ 小6
2400 岡本千代恵 ｵｶﾓﾄ ﾁﾖｴ 小6

3 イトマン向山 131 荒井　梓沙 ｱﾗｲ ｱｽﾞｻ 小6
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 学童 130 野口恵玲永 ﾉｸﾞﾁ ｴﾚﾅ 小5

133 三浦菜穂子 ﾐｳﾗ ﾅｵｺ 小6
126 渡邊　　愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 小6

4 ジャパン丸亀 2542 土岐　彩香 ﾄｷ ｱﾔｶ 中1
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 2539 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 中1

2540 今崎友里江 ｲﾏｻﾞｷ ﾕﾘｴ 小6
2544 濱口　裕香 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 中1

5 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1587 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 1597 平賀真理子 ﾋﾗｶﾞ ﾏﾘｺ 中1

1589 後藤　晴奈 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾅ 小6
1593 猪狩　玲名 ｲｶﾞﾘ ﾚｲﾅ 中1

6 イトマン京都 2101 成田　早希 ﾅﾘﾀ ｻｷ 中1
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 中学 2097 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 中1

2098 山本　薫子 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾙ 中1
2107 津下　晶子 ﾂｹﾞ ｱｷｺ 中1

7 イトマン館林 387 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 中1
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 384 山口紫緒梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾘ 小6

396 平野　　舞 ﾋﾗﾉ ﾏｲ 小5
394 内田　有紀 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷ 中1

8 イトマン東京 1169 高村　　陽 ﾀｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 小6
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 学童 1180 木村　理絵 ｷﾑﾗ ﾘｴ 小5

1179 平澤智菜実 ﾋﾗｻﾜ ﾁﾅﾐ 小6
1175 猪熊　亜美 ｲﾉｸﾏ ｱﾐ 小6

9 東京ＳＣ 1026 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1053 宮下　祥子 ﾐﾔｼﾀ ｻﾁｺ 小6

1027 四倉由美子 ﾖﾂｸﾗ ﾕﾐｺ 小6
1041 畠中　朋香 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ 小5

10 ＮＩＳＰＯ 2318 島田　佳奈 ｼﾏﾀﾞ ｶﾅ 小6
NISPO 2320 片岡　菜摘 ｶﾀｵｶ ﾅﾂﾐ 小6

2321 片岡　瑞希 ｶﾀｵｶ ﾐｽﾞｷ 中1
2322 木村　千穂 ｷﾑﾗ ﾁﾎ 小6
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加　盟
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東  京
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宮  城
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神奈川

東  京



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. 21 女子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:56.05
11～12歳            大会記録  2:04.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 成増ロンド 1291 村田　裕奈 ﾑﾗﾀ ﾕﾅ 中1

ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 1296 尾上　遥奈 ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 中1
1286 岡　美奈実 ｵｶ ﾐﾅﾐ 小6
1287 高柴　瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞ ﾙｲ 小6

2 かしまＡＺ 1347 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 小5
ｶｼﾏAZ 1340 香山　真琴 ｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 小6

1346 坂本　朋美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 中1
1353 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 小5

3 イトマン函館 46 清水　明恵 ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 中1
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 41 岡田明抄希 ｵｶﾀﾞ ｱｻｷ 中1

43 丸山あゆみ ﾏﾙﾔﾏ ｱﾕﾐ 小6
45 狩野　理紗 ｶﾘﾉ ﾘｻ 小6

4 イトマン埼玉 640 雨宮　理紗 ｱﾒﾐﾔ ﾘｻ 中1
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 634 竹内　麻佑 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕ 小6

635 中村友梨香 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 小6
650 川勝　美輝 ｶﾜｶﾂ ﾐｷ 小6

5 Ｓアカデミ－ 1511 海口　雪絵 ｶｲｸﾞﾁ ﾕｷｴ 小6
Sｱｶﾃﾞﾐｰ 1513 石井　　歩 ｲｼｲ ｱﾕﾐ 中1

1516 天沼　　愛 ｱﾏﾇﾏ ｱｲ 中1
1512 宮川　菜摘 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 小5

6 金町ＳＣ 945 島田　彩希 ｼﾏﾀﾞ ｻｷ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 944 渡辺　花純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾐ 中1

958 山内　　茜 ﾔﾏｳﾁ ｱｶﾈ 中1
963 小林　沙衣 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ 中1

7 三菱養和ＳＳ 1122 黒澤　奏子 ｸﾛｻﾜ ｶﾅｺ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 1120 岡田　朋子 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｺ 小6

1133 田中　祐奈 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 中1
1131 川辺　　晃 ｶﾜﾍﾞ ﾋｶﾙ 小6

8 後楽園調布 1235 遠山　美穂 ﾄｵﾔﾏ ﾐﾎ 小6
ｺｳﾗｸｴﾝSS 学童 1243 西村　　希 ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小6

1246 石川　結葵 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 小6
1252 鈴木　彩香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 小6

9 イトマン東海 1901 川除　結花 ｶﾜﾖｹ ﾕｶ 小6
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 1903 田口　美蓮 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾊｽ 中1

1905 福岡れなみ ﾌｸｵｶ ﾚﾅﾐ 小6
1895 岡澤　宏美 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 中1

10 ＭＹＳ国立 978 吉尾　奈生 ﾖｼｵ ﾅｵ 小6
MYSｸﾆﾀﾁ 976 鈴木葵里子 ｽｽﾞｷ ｷﾘｺ 小6

980 宗像　彩乃 ﾑﾅｶﾀ ｱﾔﾉ 小6
979 黒川　絢音 ｸﾛｶﾜ ｱﾔﾈ 中1
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東  京
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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     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No. 21 女子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:56.05
11～12歳            大会記録  2:04.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 イトマン高崎 410 奥野　絢女 ｵｸﾉ ｱﾔﾒ 小6

ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 418 大野　果実 ｵｵﾉ ﾐﾉﾘ 小5
419 瀧野　晴香 ﾀｷﾉ ﾊﾙｶ 中1
414 須藤　泰代 ｽﾄｳ ﾔｽﾖ 中1

2 ＪＳＳ長岡 1778 高野　紗永 ﾀｶﾉ ｻｴ 中1
JSSﾅｶﾞｵｶ 1781 田　　佑美 ﾃﾞﾝ ﾕｳﾐ 小6

1779 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 小6
1777 玉井恵理子 ﾀﾏｲ ｴﾘｺ 中1

3 イトマン大宮 460 丸谷　法子 ﾏﾙﾔ ﾉﾘｺ 小6
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 469 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 小5

467 前﨑　　彩 ﾏｴｻｷ ｻﾔｶ 小6
466 前田　美樹 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 小5

4 イトマン大教 530 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 小5
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 528 藤本　麻雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 小5

533 鈴木　聖未 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 中1
520 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 小5

5 イトマン 2148 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2147 吉内絵理奈 ﾖｼｳﾁ ｴﾘﾅ 中1

2135 堤　裕加利 ﾂﾂﾐ ﾕｶﾘ 中1
2134 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 中1

6 コナミ西葛西 1114 田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ 中1
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 1108 松竹　涼子 ﾏﾂﾀｹ ﾘｮｳｺ 小6

1104 高見　真生 ﾀｶﾐ ﾏｵ 中1
1113 椿原　彩咲 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｻｷ 中1

7 イトマン昭島 1318 天野　真利 ｱﾏﾉ ﾏﾘ 小6
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 1317 滝野　知子 ﾀｷﾉ ﾄﾓｺ 小6

1316 大矢　　唯 ｵｵﾔ ﾕｲ 中1
1314 山田　　楓 ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 中1

8 ユアー蕨 712 細井　麻未 ﾎｿｲ ｱｻﾐ 小6
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 720 白取奈津美 ｼﾗﾄﾘ ﾅﾂﾐ 中1

717 大森　愛子 ｵｵﾓﾘ ｱｲｺ 小5
715 秋山　遥奈 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾅ 小6

9 イトマン多摩 1657 佐仲　理紗 ｻﾅｶ ﾘｻ 小5
ｲﾄﾏﾝﾀﾏ 1659 白井　礼子 ｼﾗｲ ﾚｲｺ 中1

1658 川口　知美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 中1
1656 黒田麻紀子 ｸﾛﾀﾞ ﾏｷｺ 中1

10 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1361 押田　実菜 ｵｼﾀﾞ ﾐﾅ 中1
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 1367 三塚　　涙 ﾐﾂｶ ﾙｲ 小6

1359 安永　　愛 ﾔｽﾅｶﾞ ｱｲ 中1
1373 松田　美夏 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｶ 小5
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神奈川

東  京

加　盟

大  阪

東  京

東  京

埼  玉
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