
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. 64 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:44.22
11～12歳            大会記録  1:50.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 2394 伊藤　加奈 ｲﾄｳ ｶﾅ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 2395 榎田　祐奈 ｴﾉｷﾀﾞ ﾕｳﾅ 中1

2396 松本　彩香 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｶ 中1
2381 西川　春菜 ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 小6

3 守口イトマン 2296 富田　成美 ﾄﾐﾀ ﾅﾙﾐ 小5
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏﾝ 2299 岡田　依有 ｵｶﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 小6

2306 鈴木真由子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 中1
2305 小林　智美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 中1

4 アンタレス 328 山本恵理子 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｺ 小5
ｱﾝﾀﾚｽ 学童 333 中村　円香 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 小5

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

5 柏洋・柏 842 和田真由香 ﾜﾀﾞ ﾏﾕｶ 中1
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 838 川崎　爽翔 ｶﾜｻｷ ｻﾜｶ 小6

834 森谷　　史 ﾓﾘﾔ ﾌﾐ 中1
839 竹内　澪菜 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾅ 中1

6 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

7 春日部中央 749 須藤　　忍 ｽﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ 中1
ﾁｭｳｵｳSS 748 森下　日和 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾖﾘ 小6

747 株野　愛里 ｶﾌﾞﾉ ｱｲﾘ 小6
750 南村　美帆 ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾐﾎ 中1

8 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 1120 築地　里奈 ﾂｷｼﾞ ﾘﾅ 小6
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 1121 田島　里桜 ﾀｼﾞﾏ ﾘｵ 中1

1126 久々宇邑乃 ｸｸﾞｳ ﾕﾉ 中1
1119 松丸　佳代 ﾏﾂﾏﾙ ｶﾖ 小6

9 KONAMI新座 557 黒川　真妃 ｸﾛｶﾜ ﾏｷ 中1
ｺﾅﾐﾆｲｻﾞ 563 片本　佳那 ｶﾀﾓﾄ ｶﾅ 中1

558 山本　有華 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 小6
561 藤村　菜摘 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅﾂﾐ 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. 64 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:44.22
11～12歳            大会記録  1:50.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 後楽園調布 1296 立花　瑞穂 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐｽﾞﾎ 小6
ｺｳﾗｸｴﾝSS 1291 石原　里奈 ｲｼﾊﾗ ﾘﾅ 小6

1293 田中　　舞 ﾀﾅｶ ﾏｲ 小6
1297 鈴木　彩香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 中1

3 国見ＳＣ 157 山田　楓花 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶ 中1
ｸﾆﾐｽｲﾐﾝｸ 153 嶺岸　眞子 ﾐﾈｷﾞｼ ﾏｺ 小6

156 原田真里奈 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾘﾅ 中1
149 石井優美子 ｲｼｲ ﾕﾐｺ 中1

4 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 877 安藤　千夏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾅﾂ 小6

892 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 中1
886 高橋　美玖 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 小6

5 ｲﾄﾏﾝ東伏見 959 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 小6
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 964 渡辺　聖火 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｶ 中1

963 中嶋　理乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾉ 小6
966 藤井真奈美 ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ 中1

6 かしまＡＺ 1405 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 小6
ｶｼﾏAZ 1387 桑原　春香 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 中1

1376 吉田美香子 ﾖｼﾀﾞ ﾐｶｺ 中1
1398 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 小6

7 ｲﾄﾏﾝみよし 766 重信　藤乃 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾌｼﾞﾉ 小6
ﾐﾖｼｲﾄﾏﾝ 767 松田　りお ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ 中1

764 金子　美月 ｶﾈｺ ﾐﾂﾞｷ 小6
768 新井　美優 ｱﾗｲ ﾐﾕ 小6

8 イトマン高崎 423 佐藤　里沙 ｻﾄｳ ﾘｻ 小6
ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 432 大野　果実 ｵｵﾉ ﾐﾉﾘ 小6

427 信澤　史歩 ﾉﾌﾞｻﾜ ｼﾎ 小6
421 阿部　千秋 ｱﾍﾞ ﾁｱｷ 小6

9 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 494 田中咲和子 ﾀﾅｶ ｻﾜｺ 小6

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
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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. 64 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:44.22
11～12歳            大会記録  1:50.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 イトマン 2250 安江　真衣 ﾔｽｴ ﾏｲ 小6
ｲﾄﾏﾝ 2263 大矢　舞鈴 ｵｵﾔ ﾏﾘﾝ 小6

2261 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 中1
2251 塩谷　晴香 ｼｵﾀﾆ ﾊﾙｶ 小6

3 イトマン川西 2459 金井　萌香 ｶﾅｲ ﾓｴｶ 中1
ｲﾄﾏﾝｶﾜﾆｼ 2461 谷垣そのえ ﾀﾆｶﾞｷ ｿﾉｴ 中1

2463 櫻井　紫帆 ｻｸﾗｲ ｼﾎ 小6
2460 大町香菜子 ｵｵﾏﾁ ｶﾅｺ 中1

4 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1654 後藤　晴奈 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾅ 中1
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 1653 永井　亜実 ﾅｶﾞｲ ｱﾐ 小6

1652 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 中1
1650 毛利侑理子 ﾓｳﾘ ﾕﾘｺ 小6

5 イトマン大教 544 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 小6
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 学童 534 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 小6

528 佐藤　詠美 ｻﾄｳ ｴﾐ 小6
542 藤本　麻雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 小6

6 イトマン埼玉 661 小野里綾子 ｵﾉｻﾞﾄ ｱﾔｺ 中1
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 666 川勝　美輝 ｶﾜｶﾂ ﾐｷ 中1

645 林　　奈奈 ﾊﾔｼ ﾅﾅ 小6
665 青木香寿子 ｱｵｷ ｶｽﾞｺ 小6

7 ユアー蕨 730 中川　南美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 小5
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 731 中村　　舞 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 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

8 イトマン長命 128 三浦　　麗 ﾐｳﾗ ﾚｲ 小6
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 127 佐藤　理央 ｻﾄｳ ﾘｵ 中1

129 三浦　千里 ﾐｳﾗ ﾁｻﾄ 中1
131 渡辺有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 小6

9 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1729 坂東春菜子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ 小6
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

1723 横山麻沙美 ﾖｺﾔﾏ ｱｻﾐ 小6
1733 小澤　有未 ｵｻﾞﾜ ﾕﾐ 小6
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