
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. 62 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:44.22
10歳以下            大会記録  2:01.13

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 KONAMI東加古 2478 松本　瑞季 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小5
ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 学童 2476 吉冨　萌々 ﾖｼﾄﾐ ﾓﾓ 小5

2475 逢坂　真希 ｵｵｻｶ ﾏｷ 小5
2479 西田　咲月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂｷ 小4

3 イトマ東川口 679 原田　怜奈 ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲﾅ 小5
ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞ 学童 683 村上　瑠来 ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ 小4

687 武田　　萌 ﾀｹﾀﾞ ﾓｴ 小4
681 松島　美玖 ﾏﾂｼﾏ ﾐｸ 小3

4 イトマン東京 1213 田中　友梨 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 小5
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 学童 1218 佐藤　佳奈 ｻﾄｳ ｶﾅ 小4

1217 野田　咲良 ﾉﾀﾞ ｻｸﾗ 小5
1214 平井　澪希 ﾋﾗｲ ﾐｵｷ 小4

5 成増ロンド 1345 伊東　里菜 ｲﾄｳ ﾘﾅ 小5
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 学童 1341 都丸　成海 ﾄﾏﾙ ﾅﾙﾐ 小5

1340 都丸　好海 ﾄﾏﾙ ｺﾉﾐ 小5
1348 加藤　愛理 ｶﾄｳ ｱｲﾘ 小5

6 ｲﾄﾏﾝ横須賀 1626 遠山みなみ ﾄｵﾔﾏ ﾐﾅﾐ 小4
ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ 学童 1630 小川　瑠唯 ｵｶﾞﾜ ﾙｲ 小5

1628 山下　真由 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾕ 小4
1631 清久　優華 ｷﾖｸ ﾕｳｶ 小4

7 イトマン埼玉 658 黒須　奏江 ｸﾛｽ ｶﾅｴ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 653 吉村　　歩 ﾖｼﾑﾗ ｱﾕﾐ 小5

664 水野　郁美 ﾐｽﾞﾉ ｲｸﾐ 小5
662 森　絵里菜 ﾓﾘ ｴﾘﾅ 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
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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. 62 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:44.22
10歳以下            大会記録  2:01.13

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 イトマン高崎 426 小見　佳廉 ｺﾐ ｶﾚﾝ 小4
ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 429 須藤　桃代 ｽﾄｳ ﾓﾓﾖ 小5

431 石井　茉穂 ｲｼｲ ﾏﾎ 小4
424 佐復　祐美 ｻﾏﾀ ﾕﾐ 小4

3 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

690 原島　玲奈 ﾊﾗｼﾏ ﾚｲﾅ 小5
697 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 小4

4 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 280 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 小5
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 学童 278 対馬　彩果 ﾂｼﾏ ｻﾔｶ 小5

276 荒沼　彩佳 ｱﾗﾇﾏ ｻﾔｶ 小4
281 野口麻衣子 ﾉｸﾞﾁ ﾏｲｺ 小5

5 ナガイＳＳ 453 岩田　栞奈 ｲﾜﾀ ｶﾝﾅ 小5
ﾅｶﾞｲSS 学童 454 吉井　花織 ﾖｼｲ ｶｵﾘ 小5

456 大岩　由季 ｵｵｲﾜ ﾕｷ 小5
455 吉井　晴香 ﾖｼｲ ﾊﾙｶ 小4

6 御幸ヶ原ＳＳ 337 菊池　優奈 ｷｸﾁ ﾕｳﾅ 小5
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 351 薄井　結花 ｳｽｲ ﾕｶ 小4

344 松井　　悠 ﾏﾂｲ ﾕｳ 小2
336 井上恵理子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 小5

7 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 889 大関　千尋 ｵｵｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 小5
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 880 海宝　悟子 ｶｲﾎｳ ｻﾄｺ 小5

887 篠原　春奈 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾅ 小5
893 藪　　美涼 ﾔﾌﾞ ﾐｽｽﾞ 小4

8 世田谷ＳＳ 1320 中村　祥子 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｺ 小5
ｾﾀｶﾞﾔSS 学童 1318 石川　望実 ｲｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 小5

1322 平野　詩瑛 ﾋﾗﾉ ｼｴ 小4
1319 船津　美空 ﾌﾅﾂ ﾐｸ 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. 62 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:44.22
10歳以下            大会記録  2:01.13

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 KONAMI鳴海 2041 大脇　彩菜 ｵｵﾜｷ ｱﾔﾅ 小5
ｺﾅﾐﾅﾙﾐ 学童 2038 加藤　千夏 ｶﾄｳ ﾁｶ 小4

2039 阪野利衣奈 ﾊﾞﾝﾉ ﾘｲﾅ 小4
2040 杉山　美穂 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾎ 小5

3 イトマン京都 2221 杉本千智友 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｻﾄ 小5
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2223 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 小3

2225 中谷　光希 ﾅｶﾀﾆ ﾐﾂｷ 小5
2217 延安　亜綺 ﾉﾌﾞﾔｽ ｱｷ 小4

4 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

5 東京ＳＣ 1072 小宮　早稀 ｺﾐﾔ ｻｷ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1094 槙尾　　栞 ﾏｷｵ ｼｵﾘ 小4

1057 加藤　佑梨 ｶﾄｳ ﾕﾘ 小4
1074 小山　貴歩 ｺﾔﾏ ｷﾎ 小5

6 イトマン大教 539 田口　瑞穂 ﾀｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 小4
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 学童 537 中里　美紅 ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｸ 小5

546 和田　実季 ﾜﾀﾞ ﾐｷ 小4
531 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 小3

7 イトマン深谷 587 福島　　夢 ﾌｸｼﾏ ﾕﾒ 小5
ｲﾄﾏﾝﾌｶﾔ 学童 586 福島　　樹 ﾌｸｼﾏ ｲﾂｷ 小4

581 山口　　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 小4
578 安藤　奈海 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 小5

8 かしまＡＺ 1393 根山　　栞 ﾈﾔﾏ ｼｵﾘ 小5
ｶｼﾏAZ 学童 1404 千葉　莉里 ﾁﾊﾞ ﾘﾘ 小5

1374 横田　彩乃 ﾖｺﾀ ｱﾔﾉ 小4
1392 黒岩　美緒 ｸﾛｲﾜ ﾐｵ 小4

9 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 2647 楢崎　瑠美 ﾅﾗｻｷ ﾙﾐ 小4
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 学童 2638 岡村　桃花 ｵｶﾑﾗ ﾓｶ 小5

2644 松田　悠里 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾘ 小4
2642 重　香菜子 ｼｹﾞ ｶﾅｺ 小4
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