
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. 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 ル・土気 818 日暮嘉保留 ﾋｸﾞﾗｼ ｶﾎﾙ 小6
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 817 川瀬絵梨花 ｶﾜｾ ｴﾘｶ 小6

815 五十川　唯 ｲｿｶﾜ ﾕｲ 小6
819 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 中1

5 青森ヤクルト 86 津軽　桃花 ﾂｶﾞﾙ ﾓﾓｶ 小6
ｱｵﾓﾘﾔｸﾙﾄ 2925 櫛引世玲那 ｸｼﾋﾞｷ ｾﾚﾅ 中1

87 鳴海星里香 ﾅﾙﾐ ｾﾘｶ 小6
2924 宮本　愛生 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷ 小6

6 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1412 小嶋　玲香 ｺｼﾞﾏ ﾚｲｶ 小6
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1413 松田　郁美 ﾏﾂﾀﾞ ｲｸﾐ 小6

1417 大西紗規子 ｵｵﾆｼ ｻｷｺ 小6
1414 松田　美夏 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｶ 小6

7 イトマン館林 407 中野　令菜 ﾅｶﾉ ﾚﾅ 小6
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 403 山口紫緒梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾘ 中1

406 石島　　梢 ｲｼｼﾞﾏ ｺｽﾞｴ 小5
410 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 小6

8

9

10
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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. 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 KONAMI林間 1503 鶴川　美帆 ﾂﾙｶﾜ ﾐﾎ 小6

ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1500 石川沙也香 ｲｼｶﾜ ｻﾔｶ 小6
1496 三浦　梨花 ﾐｳﾗ ﾘｶ 小6
1492 押田　　萌 ｵｼﾀﾞ ﾓｴ 小6

2 日花園ＳＣ 2178 西澤　　光 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋｶﾘ 小6
ﾆｯｶｴﾝSC 学童 2181 茂山千愛美 ﾓﾔﾏ ﾁｱﾐ 小6

2179 千阪　未来 ﾁｻｶ ﾐｷ 小6
2180 田鍋　有希 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 小6

3 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 2382 佐藤　穂香 ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 2397 生瀬日加里 ｲｸｾ ﾋｶﾘ 小6

2394 伊藤　加奈 ｲﾄｳ ｶﾅ 中1
2381 西川　春菜 ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 小6

4 柏洋・柏 839 竹内　澪菜 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾅ 中1
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 834 森谷　　史 ﾓﾘﾔ ﾌﾐ 中1

835 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 小6
842 和田真由香 ﾜﾀﾞ ﾏﾕｶ 中1

5 東京ＳＣ 1079 青田　梨奈 ｱｵﾀ ﾘﾅ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 1080 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 小6

1069 四倉由美子 ﾖﾂｸﾗ ﾕﾐｺ 中1
1090 畠中　朋香 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ 小6

6 イトマン川西 2461 谷垣そのえ ﾀﾆｶﾞｷ ｿﾉｴ 中1
ｲﾄﾏﾝｶﾜﾆｼ 中学 2462 馬場　宏子 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｺ 中1

2460 大町香菜子 ｵｵﾏﾁ ｶﾅｺ 中1
2459 金井　萌香 ｶﾅｲ ﾓｴｶ 中1

7 成増ロンド 1350 山崎　理奈 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾅ 小6
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 1349 高柴　瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞ ﾙｲ 中1

1347 岡　美奈実 ｵｶ ﾐﾅﾐ 中1
1342 尾上　瑞希 ｵﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 小5

8 ＮＥＣＧＳＭ 1781 瀧口　真帆 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 小6
NECGSM 1780 大貫　実香 ｵｵﾇｷ ﾐｶ 中1

1779 三浦　里奈 ﾐｳﾗ ﾘﾅ 小6
1784 鈴木　美波 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ 小6

9 Ｆ－ＢＩＧ 311 小関　夏奈 ｵｾﾞｷ ｶﾅ 小6
F-BIG 322 冨山　華菜 ﾄﾐﾔﾏ ｶﾅ 小6

321 渡辺　佳奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 小6
318 大島　瑞貴 ｵｵｼﾏ ﾐｽﾞｷ 中1

10 ｲﾄﾏﾝ東伏見 953 金光　桃子 ｶﾈﾐﾂ ﾓﾓｺ 中1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 963 中嶋　理乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾉ 小6

959 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 小6
966 藤井真奈美 ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ 中1
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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. 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 イトマン鯱 1974 滝澤穂乃香 ﾀｷｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 小6

ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 1978 北端　万莉 ｷﾀﾊﾞﾀ ﾏﾘ 小6
1973 浅井　　桃 ｱｻｲ ﾓﾓ 中1
1976 都築　美帆 ﾂﾂﾞｷ ﾐﾎ 小6

2 ＪＳＳ高知 2785 佐々木麻い ｻｻｷ ｱｲ 小6
JSSｺｳﾁ 2788 谷田　智聡 ﾀﾆﾀﾞ ﾁｻﾄ 中1

2787 山岡　民実 ﾔﾏｵｶ ﾀﾐ 中1
2786 細木玲仁子 ﾎｿｷﾞ ﾚｲｺ 小6

3 マコトSC双葉 2778 別府　美咲 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾐｻｷ 中1
ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ 2777 村越　友紀 ﾑﾗｺｼ ﾕｷ 小6

2776 松永　晏奈 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾝﾅ 小6
2775 小野　夢奈 ｵﾉ ﾕﾒﾅ 中1

4 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1726 久保田麗海 ｸﾎﾞﾀ ﾚﾐ 小5
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 1721 富岡奈津実 ﾄﾐｵｶ ﾅﾂﾐ 小6

1729 坂東春菜子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ 小6
1731 三森　愛奈 ﾐﾂﾓﾘ ｱｲﾅ 小6

5 かしまＡＺ 1376 吉田美香子 ﾖｼﾀﾞ ﾐｶｺ 中1
ｶｼﾏAZ 1391 黒岩　紗耶 ｸﾛｲﾜ ｻﾔ 小6

1405 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 小6
1398 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 小6

6 イトマン向山 135 荒井　梓沙 ｱﾗｲ ｱｽﾞｻ 中1
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 148 野口恵玲永 ﾉｸﾞﾁ ｴﾚﾅ 小6

136 山口　　綾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔ 小6
138 庄子　優花 ｼｮｳｼﾞ ﾕｶ 中1

7 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 888 西　　彩乃 ﾆｼ ｱﾔﾉ 小6
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 878 越山なる美 ｺｼﾔﾏ ﾅﾙﾐ 小6

892 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 中1
877 安藤　千夏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾅﾂ 小6

8 イトマン長命 131 渡辺有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 小6
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 133 武藤　　唯 ﾑﾄｳ ﾕｲ 小6

129 三浦　千里 ﾐｳﾗ ﾁｻﾄ 中1
127 佐藤　理央 ｻﾄｳ ﾘｵ 中1

9 イトマン埼玉 665 青木香寿子 ｱｵｷ ｶｽﾞｺ 小6
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 661 小野里綾子 ｵﾉｻﾞﾄ ｱﾔｺ 中1

657 荒川　秀美 ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞﾐ 小6
666 川勝　美輝 ｶﾜｶﾂ ﾐｷ 中1

10 後楽園調布 1297 鈴木　彩香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 中1
ｺｳﾗｸｴﾝSS 1296 立花　瑞穂 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐｽﾞﾎ 小6

1291 石原　里奈 ｲｼﾊﾗ ﾘﾅ 小6
1293 田中　　舞 ﾀﾅｶ ﾏｲ 小6
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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. 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 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1428 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ 中1

ｾ･ﾌﾁｭｳ 中学 1431 大友　爽香 ｵｵﾄﾓ ｻﾔｶ 中1
1433 藤本　和美 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 中1
1432 町田　栞里 ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ 中1

2 初芝ＳＳ 2371 宮原　澪奈 ﾐﾔﾊﾗ ﾚｲﾅ 中1
ﾊﾂｼﾊﾞSS 2366 廣瀬　　稀 ﾋﾛｾ ｻﾂｷ 小5

2363 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 中1
2372 田中　優果 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 小6

3 アンタレス 333 中村　円香 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 小5
ｱﾝﾀﾚｽ 学童 329 宗島　杏衣 ﾑﾈｼﾏ ｱｲ 小6

325 黒崎　桃子 ｸﾛｻｷ ﾓﾓｺ 小6
328 山本恵理子 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｺ 小5

4 イトマン大教 534 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 小6
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 学童 542 藤本　麻雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 小6

528 佐藤　詠美 ｻﾄｳ ｴﾐ 小6
544 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 小6

5 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1652 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 中1
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 1648 服部　渚沙 ﾊｯﾄﾘ ﾅｷﾞｻ 小6

1650 毛利侑理子 ﾓｳﾘ ﾕﾘｺ 小6
1654 後藤　晴奈 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾅ 中1

6 ユアー蕨 726 笹川菜々美 ｻｻｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 小6
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 728 清水　春菜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 小6

729 大森　愛子 ｵｵﾓﾘ ｱｲｺ 小6
727 秋山　遥奈 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾅ 中1

7 イトマン大宮 490 前田　美樹 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 小6
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 493 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 小6

488 細川　　舞 ﾎｿｶﾜ ﾏｲ 小6
494 田中咲和子 ﾀﾅｶ ｻﾜｺ 小6

8 KONAMI西葛西 1163 椿原　愛彩 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｱﾔ 小6
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 1147 河辺夕貴子 ｶﾜﾍﾞ ﾕｷｺ 中1

1161 中里　　茜 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｶﾈ 小6
1145 友行　由子 ﾄﾓﾕｷ ﾕｳｺ 小6

9 KONAMI新座 559 秋元　美咲 ｱｷﾓﾄ ﾐｻｷ 中1
ｺﾅﾐﾆｲｻﾞ 556 岡田　伊代 ｵｶﾀﾞ ｲﾖ 小6

563 片本　佳那 ｶﾀﾓﾄ ｶﾅ 中1
557 黒川　真妃 ｸﾛｶﾜ ﾏｷ 中1

10 甲府ＳＳ 1792 鮫田　　萌 ｻﾒﾀ ﾓｴ 小6
ｺｳﾌSS 1791 永島　優佳 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｶ 小6

1800 馬場　紅果 ﾊﾞﾊﾞ ｸﾚｶ 中1
1793 山下　友梨 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ 中1
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