
第29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

2 イトマン向山 140 西村　有紗 ﾆｼﾑﾗ ｱﾘｻ 小4
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 学童 139 沼澤　佑佳 ﾇﾏｻﾜ ﾕｳｶ 小5

145 渡邊　　華 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ 小5
146 渡邊　　彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 小3

3 金町ＳＣ 998 上田　桜子 ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｺ 小5
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1005 白鳥　紗貴 ｼﾗﾄﾘ ｻｷ 小5

993 小野いつき ｵﾉ ｲﾂｷ 小5
1004 嶋田菜々子 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾅｺ 小4

4 イトマン埼玉 654 吉田　実央 ﾖｼﾀﾞ ﾐｵ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 660 住友　晶子 ｽﾐﾄﾓ ｱｷｺ 小5

653 吉村　　歩 ﾖｼﾑﾗ ｱﾕﾐ 小5
658 黒須　奏江 ｸﾛｽ ｶﾅｴ 小4

5 成増ロンド 1341 都丸　成海 ﾄﾏﾙ ﾅﾙﾐ 小5
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 学童 1348 加藤　愛理 ｶﾄｳ ｱｲﾘ 小5

1340 都丸　好海 ﾄﾏﾙ ｺﾉﾐ 小5
1345 伊東　里菜 ｲﾄｳ ﾘﾅ 小5

6 ｲﾄﾏﾝ横須賀 1630 小川　瑠唯 ｵｶﾞﾜ ﾙｲ 小5
ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ 学童 1633 石井　美南 ｲｼｲ ﾐﾅﾐ 小5

1626 遠山みなみ ﾄｵﾔﾏ ﾐﾅﾐ 小4
1628 山下　真由 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾕ 小4

7 KONAMI三田 2540 大西　良佳 ｵｵﾆｼ ﾖｼｶ 小5
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 学童 2542 田淵　　萌 ﾀﾌﾞﾁ ﾓｴ 小4

2536 虎井みなみ ﾄﾗｲ ﾐﾅﾐ 小4
2538 菖池　絢音 ｼｮｳｲｹ ｱﾔﾈ 小4

8 イトマン鯱 1977 平岩　花菜 ﾋﾗｲﾜ ｶﾅ 小5
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 学童 1980 鈴木　里奈 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 小4

1968 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 小5
1981 澁谷　芽実 ｼﾌﾞﾔ ﾒｲﾐ 小4
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第29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

2組
1

2 イトマン深谷 581 山口　　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 小4
ｲﾄﾏﾝﾌｶﾔ 学童 578 安藤　奈海 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 小5

579 斎藤安里紗 ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 小5
587 福島　　夢 ﾌｸｼﾏ ﾕﾒ 小5

3 Ｆ－ＢＩＧ 313 植木　麻衣 ｳｴｷ ﾏｲ 小4
F-BIG 学童 319 大島古都美 ｵｵｼﾏ ｺﾄﾐ 小4

314 神山　らん ｶﾐﾔﾏ ﾗﾝ 小3
317 石垣　汐理 ｲｼｶﾞｷ ｼｵﾘ 小4

4 イトマン大教 546 和田　実季 ﾜﾀﾞ ﾐｷ 小4
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 学童 525 岩崎　莉子 ｲﾜｻｷ ﾘｺ 小4

539 田口　瑞穂 ﾀｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 小4
537 中里　美紅 ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｸ 小5

5 ｲﾄﾏﾝ大宮南 694 杉本　　楓 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 小4
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 学童 698 中野　桃花 ﾅｶﾉ ﾓﾓｶ 小5

691 山名　咲瑠 ﾔﾏﾅ ｴﾐﾙ 小4
697 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 小4

6 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 278 対馬　彩果 ﾂｼﾏ ｻﾔｶ 小5
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 学童 277 小泉　綾女 ｺｲｽﾞﾐ ｱﾔﾒ 小3

280 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 小5
281 野口麻衣子 ﾉｸﾞﾁ ﾏｲｺ 小5

7 ｲﾄﾏﾝ御殿場 1934 大胡田あおい ｵｵｺﾞﾀﾞ ｱｵｲ 小5
ｲﾄﾏﾝｺﾞﾃﾝﾊﾞ 学童 1933 阪口　里奈 ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾅ 小5

1932 芹澤　佑理 ｾﾘｻﾞﾜ ﾕﾘ 小4
1935 長田　成美 ｵｻﾀﾞ ﾅﾙﾐ 小5

8 ＪＳＳ宝塚 2506 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 小5
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 2504 原田　美穂 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾎ 小5

2512 中岡　珠菜 ﾅｶｵｶ ﾏﾘﾅ 小4
2503 羽田　明代 ﾊﾀﾞ ｱｷﾖ 小5

9 イトマン奈良 2608 上司　結音 ｶﾐﾂｶｻ ﾕｲﾈ 小5
ｲﾄﾏﾝﾅﾗ 学童 2606 手島　歩美 ﾃｼﾏ ｱﾕﾐ 小4

2609 植田　寿乃 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ 小4
2603 吉年　美咲 ﾖｼﾄｼ ﾐｻｷ 小4
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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

3組
1

2 ｲﾄﾏﾝ東伏見 952 久保木ゆかり ｸﾎﾞｷ ﾕｶﾘ 小4
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 948 遠山　優華 ﾄｵﾔﾏ ﾕｶ 小5

958 石川　真由 ｲｼｶﾜ ﾏﾕ 小5
957 森川　知華 ﾓﾘｶﾜ ﾁｶ 小4

3 イトマン京都 2225 中谷　光希 ﾅｶﾀﾆ ﾐﾂｷ 小5
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2220 小原　悠花 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｶ 小5

2221 杉本千智友 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｻﾄ 小5
2223 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 小3

4 イトマン川崎 1621 湯尻　和佳 ﾕｼﾞﾘ ﾜｶ 小4
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 学童 1616 相澤　七実 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 小5

1615 西村　爽香 ﾆｼﾑﾗ ｻﾜｶ 小5
1613 松山佳乃子 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾉｺ 小4

5 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 893 藪　　美涼 ﾔﾌﾞ ﾐｽｽﾞ 小4
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 887 篠原　春奈 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾅ 小5

880 海宝　悟子 ｶｲﾎｳ ｻﾄｺ 小5
889 大関　千尋 ｵｵｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 小5

6 東京ＳＣ 1072 小宮　早稀 ｺﾐﾔ ｻｷ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1055 永井　亜美 ﾅｶﾞｲ ｱﾐ 小4

1057 加藤　佑梨 ｶﾄｳ ﾕﾘ 小4
1094 槙尾　　栞 ﾏｷｵ ｼｵﾘ 小4

7 アンタレス 327 斎藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 小4
ｱﾝﾀﾚｽ 学童 326 佐藤帆乃佳 ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 小4

332 丹羽　麻友 ﾆﾜ ﾏﾕ 小4
331 石井　佳織 ｲｼｲ ｶｵﾘ 小5

8 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 2398 石川　　碧 ｲｼｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ 小5
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2400 伊藤　由佳 ｲﾄｳ ﾕｶ 小4

2399 末吉　　萌 ｽｴﾖｼ ﾓｴ 小4
2380 中野　花菜 ﾅｶﾉ ｶﾅ 小4

9 ナガデン丸子 1835 永井　美沙 ﾅｶﾞｲ ﾐｻ 小5
ﾅｶﾞﾃﾞﾝﾏﾙ 学童 1838 宮沢さや加 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾔｶ 小4

1836 永井　里沙 ﾅｶﾞｲ ﾘｻ 小5
1837 岩下　愛実 ｲﾜｼﾀ ｱｲﾐ 小5
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