
第28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     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.189 女子    200m   リレー   予選   4組 日本記録  1:42.75
11～12歳            大会記録  1:49.05

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 Ｓアカデミ－ 1916 海口　雪絵 ｶｲｸﾞﾁ ﾕｷｴ 小6

Sｱｶﾃﾞﾐｰ 学童 1919 石原　旭樹 ｲｼﾊﾗ ｱｻｷ 小6
1920 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ 小5
1917 宮川　菜摘 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 小5

2 春日部中央 946 須藤　　忍 ｽﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ 小6
ﾁｭｳｵｳSS 学童 950 服部　紗季 ﾊｯﾄﾘ ｻｷ 小6

949 南村　美帆 ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾐﾎ 小6
947 早川　美紀 ﾊﾔｶﾜ ﾐｷ 小6

3 鶴岡ＳＣ 283 伊藤奈瑠美 ｲﾄｳ ﾅﾙﾐ 小6
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 学童 278 粕谷　凪々 ｶｽﾔ ﾅﾅ 小6

285 岩浪　友里 ｲﾜﾅﾐ ﾕｳﾘ 小6
266 佐藤　由衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 小6

4 マコトSC双葉 3451 松永　晏奈 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾝﾅ 小5
ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ 学童 3450 小野　夢奈 ｵﾉ ﾕﾒﾅ 小6

3452 村越　友紀 ﾑﾗｺｼ ﾕｷ 小5
3448 越智　美奈 ｵﾁ ﾐﾅ 小6

5 田柄ＳＣ 1308 佐藤優里佳 ｻﾄｳ ﾕﾘｶ 小5
ﾀｶﾞﾗSC 学童 1309 上野　愛英 ｳｴﾉ ﾖｼｴ 小6

1297 菅谷　麻那 ｽｶﾞﾔ ﾏﾅ 小6
1301 明石　祐乃 ｱｶｼ ﾕｳﾉ 小6

6 秋田ＡＣ 252 小山　雅子 ｺﾔﾏ ﾏｻｺ 小6
ｱｷﾀAC 学童 253 小山　喜子 ｺﾔﾏ ﾖｼｺ 小6

250 鹿糠　志帆 ｶﾇｶ ｼﾎ 小6
246 井上　未来 ｲﾉｳｴ ﾐｸ 小6

7 コナミ新座 724 服部　桃子 ﾊｯﾄﾘ ﾓﾓｺ 小6
ｺﾅﾐﾆｲｻﾞ 学童 720 黒川　真妃 ｸﾛｶﾜ ﾏｷ 小6

725 片本　佳那 ｶﾀﾓﾄ ｶﾅ 小6
721 村山　志乃 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾉ 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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.189 女子    200m   リレー   予選   4組 日本記録  1:42.75
11～12歳            大会記録  1:49.05

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 イトマン長命 174 三浦　　麗 ﾐｳﾗ ﾚｲ 小5

ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 学童 173 佐藤　理央 ｻﾄｳ ﾘｵ 小6
175 三浦　千里 ﾐｳﾗ ﾁｻﾄ 小6
178 渡辺有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 小5

2 KTV豊中 2845 山本富美子 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐｺ 小6
KTVﾄﾖﾅｶ 学童 2844 櫛田　夏織 ｸｼﾀﾞ ｶｵﾘ 小6

2843 宮内　章子 ﾐﾔｳﾁ ｱｷｺ 小6
2846 伏田いずみ ﾌｼﾀ ｲｽﾞﾐ 小6

3 イトマン埼玉 832 川勝　美輝 ｶﾜｶﾂ ﾐｷ 小6
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 836 竹内　麻佑 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕ 小6

837 中村友梨香 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 小6
831 青木香寿子 ｱｵｷ ｶｽﾞｺ 小5

4 東京ＳＣ 1366 畠中　朋香 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1345 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 小6

1346 四倉由美子 ﾖﾂｸﾗ ﾕﾐｺ 小6
1342 宮下　祥子 ﾐﾔｼﾀ ｻﾁｺ 小6

5 かしまＡＺ 1714 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 小5
ｶｼﾏAZ 学童 1699 香山　真琴 ｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 小6

1710 篠崎　　杏 ｼﾉｻﾞｷ ｱﾝｽﾞ 小6
1707 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 小5

6 イトマン向山 199 渡邊　　愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 小6
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 学童 188 荒井　梓沙 ｱﾗｲ ｱｽﾞｻ 小6

187 五十嵐真理 ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾘ 小6
191 庄子　優花 ｼｮｳｼﾞ ﾕｶ 小6

7 イトふじみ野 967 都築ひかる ﾂﾂﾞｷ ﾋｶﾙ 小6
ﾌｼﾞﾐﾉｲﾄﾏ 学童 957 重信　藤乃 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾌｼﾞﾉ 小5

960 森　　茉由 ﾓﾘ ﾏﾕ 小6
959 松田　りお ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ 小6

8 ユアー蕨 917 秋山　遥奈 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾅ 小6
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 学童 919 大森　愛子 ｵｵﾓﾘ ｱｲｺ 小5

915 笹川菜々美 ｻｻｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 小5
921 中村　　舞 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.189 女子    200m   リレー   予選   4組 日本記録  1:42.75
11～12歳            大会記録  1:49.05

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 名鉄ＳＳ刈谷 2546 原　　優美 ﾊﾗ ﾕｳﾐ 小6

ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 2550 池辺明日香 ｲｹﾍﾞ ｱｽｶ 小6
2542 加藤　南美 ｶﾄｳ ﾐﾅﾐ 小6
2548 小木　千明 ｺｷﾞ ﾁｱｷ 小6

2 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 1412 築地　里奈 ﾂｷｼﾞ ﾘﾅ 小5
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 学童 1404 鎌田あすか ｶﾏﾀ ｱｽｶ 小6

1407 久々宇邑乃 ｸｸﾞｳ ﾕﾉ 小6
1413 田島　里桜 ﾀｼﾞﾏ ﾘｵ 小6

3 イトマン大宮 645 前田　美樹 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 小5
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 646 前﨑　　彩 ﾏｴｻｷ ｻﾔｶ 小6

649 田中咲和子 ﾀﾅｶ ｻﾜｺ 小5
650 飯塚　真理 ｲｲﾂﾞｶ ﾏﾘ 小6

4 春日部中央 棄権
ﾁｭｳｵｳSS

5 後楽園調布 1606 田中　　舞 ﾀﾅｶ ﾏｲ 小5
ｺｳﾗｸｴﾝSS 学童 1602 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 小6

1601 遠山　美穂 ﾄｵﾔﾏ ﾐﾎ 小6
1608 鈴木　彩香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 小6

6 イトマン東京 1527 平澤智菜実 ﾋﾗｻﾜ ﾁﾅﾐ 小6
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 学童 1514 高村　　陽 ﾀｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 小6

1529 木村　理絵 ｷﾑﾗ ﾘｴ 小5
1523 猪熊　亜美 ｲﾉｸﾏ ｱﾐ 小6

7 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 2013 後藤　晴奈 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾅ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 2011 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 小6

2025 毛利侑理子 ﾓｳﾘ ﾕﾘｺ 小5
2012 永井　亜実 ﾅｶﾞｲ ｱﾐ 小5

8 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1141 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 小6
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 1133 西　　彩乃 ﾆｼ ｱﾔﾉ 小5

1116 安藤　千夏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾅﾂ 小5
1130 高橋　美玖 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.189 女子    200m   リレー   予選   4組 日本記録  1:42.75
11～12歳            大会記録  1:49.05

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ＪＳＳ長岡 2285 田　　佑美 ﾃﾞﾝ ﾕｳﾐ 小6

JSSﾅｶﾞｵｶ 学童 2280 五十嵐柚里 ｲｶﾗｼ ﾕｳﾘ 小6
2278 宮腰　美里 ﾐﾔｺｼ ﾐｻﾄ 小6
2282 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 小6

2 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1213 森川　愛理 ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ 中1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 1218 中嶋　理乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾉ 小5

1215 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 小5
1220 藤井真奈美 ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ 小6

3 ル・土気 1035 星見　友紀 ﾎｼﾐ ﾕｷ 小6
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 学童 1041 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 小6

1040 富安　理嘉 ﾄﾐﾔｽ ﾘｶ 小6
1028 稲葉沙椰之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾔﾉ 小6

4 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2129 坂東春菜子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ 小5
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 2140 池田　　茜 ｲｹﾀﾞ ｱｶﾈ 小6

2121 岩崎有加里 ｲﾜｻｷ ﾕｶﾘ 小6
2126 江見　涼香 ｴﾐ ｽｽﾞｶ 小6

5 国見ＳＣ 206 山田　楓花 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶ 小6
ｸﾆﾐｽｲﾐﾝｸ 学童 205 結城　育海 ﾕｳｷ ｲｸﾐ 小6

207 石井優美子 ｲｼｲ ﾕﾐｺ 小6
208 早坂　李穂 ﾊﾔｻｶ ﾘﾎ 小6

6 イトマン大教 705 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 小5
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 学童 694 佐藤　詠美 ｻﾄｳ ｴﾐ 小5

698 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 小5
704 藤本　麻雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 小5

7 コナミ鳴海 2530 恒川　由衣 ﾂﾈｶﾜ ﾕｲ 小5
ｺﾅﾐﾅﾙﾐ 学童 2534 斉藤　智子 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｺ 小6

2532 水谷　潮美 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｵﾐ 小6
2531 阪野真帆利 ﾊﾞﾝﾉ ﾏﾎﾘ 小5

8 ＪＳＳ宝塚 3089 山口　亜也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔ 小6
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 3085 井ノ本　宙 ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ 小5

3087 岩井　亜夢 ｲﾜｲ ｱﾑ 小5
3082 武知　風花 ﾀｹﾁ ﾌｳｶ 小6
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