
第29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.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１０歳以下          大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 イトマン深谷 820 山口　　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 小4

ｲﾄﾏﾝﾌｶﾔ 学童 819 荒木　郁実 ｱﾗｷ ｲｸﾐ 小4
826 中村　優莉 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 小3
829 福島　　樹 ﾌｸｼﾏ ｲﾂｷ 小4

2 金町ＳＣ 1362 嶋田菜々子 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾅｺ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1355 川端　文夏 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 小4

1353 星野　沙歩 ﾎｼﾉ ｻﾎ 小3
1356 村上　由桂 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶ 小4

3 ブルーア－ス 2413 古屋　菜摘 ﾌﾙﾔ ﾅﾂﾐ 小4
ﾌﾞﾙｰｱｰｽ 学童 2408 一瀬美乃莉 ｲﾁﾉｾ ﾐﾉﾘ 小4

2414 高井　佑花 ﾀｶｲ ﾕｳｶ 小4
2411 岩本　紗季 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 小4

4 イトマン鯱 2660 亀井　里沙 ｶﾒｲ ﾘｻ 小4
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 学童 2673 鈴木　里奈 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 小4

2665 石川　佳依 ｲｼｶﾜ ﾖｼｴ 小4
2674 澁谷　芽実 ｼﾌﾞﾔ ﾒｲﾐ 小4

5 藤村ＳＳ 1537 船木　菜々 ﾌﾅｷ ﾅﾅ 小4
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1534 水岸美弥子 ﾐｽﾞｷﾞｼ ﾐﾔｺ 小4

1541 立元　瑞季 ﾀﾃﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小4
1539 中島麻莉乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾘﾉ 小3

6 KONAMI西葛西 1544 伊藤　菜々 ｲﾄｳ ﾅﾅ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1560 千島　　晶 ﾁｼﾏ ｱｷﾗ 小4

1546 吉川　真央 ﾖｼｶﾜ ﾏｵ 小4
1557 松竹　凛子 ﾏﾂﾀｹ ﾘﾝｺ 小3

7 イトマン京都 3036 佐藤　梨花 ｻﾄｳ ﾘｶ 小4
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 3041 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 小3

3045 津下紗悠子 ﾂｹﾞ ｻﾕｺ 小4
3030 延安　亜綺 ﾉﾌﾞﾔｽ ｱｷ 小4

8 Ａ＆Ａ西東京 1427 神崎みのり ｶﾐｻﾞｷ ﾐﾉﾘ 小4
A&Aﾆｼﾄｳｷ 学童 1429 渡辺麻莉子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ 小4

1426 古山ゆうみ ﾌﾙﾔﾏ ﾕｳﾐ 小4
1425 金子めぐみ ｶﾈｺ ﾒｸﾞﾐ 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.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１０歳以下          大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ル・早稲田 1382 尾嶋　彩萌 ｵｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 小4

ﾙ･ﾜｾﾀﾞ 学童 1383 野小生由梨 ﾉﾓｵ ﾕﾘ 小3
1380 岡崎　莉奈 ｵｶｻﾞｷ ﾘﾅ 小4
1381 前川　明華 ﾏｴｶﾜ ﾊﾙｶ 小4

2 ニスポ小野 3426 岡田　聖女 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾒ 小4
ﾆｽﾎﾟ ｵﾉ 学童 3430 堀　真柚子 ﾎﾘ ﾏﾕｺ 小4

3428 西川　瑞穂 ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞﾎ 小4
3427 久語　歩美 ｸｺﾞ ｱﾕﾐ 小3

3 東京ＤＣ桜台 1743 玉川　詩織 ﾀﾏｶﾞﾜ ｼｵﾘ 小4
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1742 丸山　　涼 ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾞ 小4

1737 菅井あかり ｽｶﾞｲ ｱｶﾘ 小4
1732 広島まひる ﾋﾛｼﾏ ﾏﾋﾙ 小3

4 イトマン大宮 735 髙木　春花 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 小3
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 717 永井　繭子 ﾅｶﾞｲ ﾏﾕｺ 小4

725 坂井　志保 ｻｶｲ ｼﾎ 小3
721 吉田　　唯 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲ 小4

5 Ｆ－ＢＩＧ 508 植木　麻衣 ｳｴｷ ﾏｲ 小4
F-BIG 学童 512 大島古都美 ｵｵｼﾏ ｺﾄﾐ 小4

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

6 ｲﾄﾏﾝ横須賀 2173 遠山みなみ ﾄｵﾔﾏ ﾐﾅﾐ 小4
ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ 学童 2179 清久　優華 ｷﾖｸ ﾕｳｶ 小4

2174 下村真裕佳 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｶ 小4
2175 山下　真由 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾕ 小4

7 名鉄Ｓ新瀬戸 2835 寺本　瑠美 ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ 小4
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 学童 2842 大澤　里佳 ｵｵｻﾜ ﾘｶ 小4

2834 山田　姫奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾒﾅ 小4
2830 稲垣　明里 ｲﾅｶﾞｷ ｱｶﾘ 小4

8 ＪＳＳ岩見沢 93 小林　百伽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 小4
JSSｲﾜﾐｻﾜ 学童 92 岡田　　望 ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 小4

94 谷　奈菜子 ﾀﾆ ﾅﾅｺ 小4
95 鈴木るり子 ｽｽﾞｷ ﾙﾘｺ 小4
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スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 イ大教郡山北 382 関戸　みき ｾｷﾄﾞ ﾐｷ 小4

ｲｺｵﾘﾔﾏｷﾀ 学童 386 斎藤　有希 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 小4
384 橋本奈津希 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂｷ 小4
381 茨木　　杏 ｲﾊﾞﾗｷ ｱﾝｽﾞ 小4

2 かしまＡＺ 1865 横田　彩乃 ﾖｺﾀ ｱﾔﾉ 小4
ｶｼﾏAZ 学童 1869 五十嵐奏子 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾅｺ 小4

1863 伊藤　美星 ｲﾄｳ ﾐﾎｼ 小4
1875 黒岩　美緒 ｸﾛｲﾜ ﾐｵ 小4

3 ヨコハマＳＣ 2016 小坂　芽衣 ｺｻｶ ﾒｲ 小3
ﾖｺﾊﾏSC 学童 2023 円谷　莉世 ﾂﾑﾗﾔ ﾘｾ 小4

2019 仲山　鈴乃 ﾅｶﾔﾏ ｽｽﾞﾉ 小4
2029 巻山　実穂 ﾏｷﾔﾏ ﾐﾎ 小4

4 アンタレス 526 斎藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 小4
ｱﾝﾀﾚｽ 学童 525 佐藤帆乃佳 ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 小4

534 丹羽　麻友 ﾆﾜ ﾏﾕ 小4
537 島田理紗子 ｼﾏﾀﾞ ﾘｻｺ 小4

5 イトマン大教 777 浅見　　瞳 ｱｻﾐ ﾋﾄﾐ 小4
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 学童 767 岩崎　莉子 ｲﾜｻｷ ﾘｺ 小4

782 田口　瑞穂 ﾀｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 小4
774 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 小3

6 枚方ＳＳ 3224 山本　芹香 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾘｶ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 3223 伊藤　由佳 ｲﾄｳ ﾕｶ 小4

3222 末吉　　萌 ｽｴﾖｼ ﾓｴ 小4
3204 中野　花菜 ﾅｶﾉ ｶﾅ 小4

7 イトマン守口 3132 中西　優夏 ﾅｶﾆｼ ﾕｶ 小3
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 学童 3131 池下　美妃 ｲｹｼﾀ ﾐｻｷ 小4

3127 吉田　凪沙 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 小4
3128 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 小4

8 イトマン郡山 346 国分　香奈 ｺｸﾌﾞﾝ ｶﾅ 小2
ｲﾄﾏﾝｺｵﾘﾔ 学童 351 北條　詩織 ﾎｳｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 小4

348 小松　桃子 ｺﾏﾂ ﾓﾓｺ 小4
350 白岩　未帆 ｼﾗｲﾜ ﾐﾎ 小3
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スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
１０歳以下          大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ユアー新松戸 1286 中野　千智 ﾅｶﾉ ﾁｻﾄ 小4

ﾕｱｰｼﾝﾏﾂﾄ 学童 1281 石井　　舞 ｲｼｲ ﾏｲ 小4
1289 鈴木　紗絵 ｽｽﾞｷ ｻｴ 小4
1280 神定　知邑 ｶﾝｼﾞｮｳ ﾁｻﾄ 小4

2 KONAMI鳴海 2752 阪野利衣奈 ﾊﾞﾝﾉ ﾘｲﾅ 小4
ｺﾅﾐﾅﾙﾐ 学童 2755 谷口　憂羅 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾗ 小4

2748 加藤　千夏 ｶﾄｳ ﾁｶ 小4
2750 高橋　彩子 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ 小4

3 ｲﾄﾏﾝﾚｵ旭 2376 石田あゆみ ｲｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 小4
ﾚｵｱｻﾋ 学童 2374 内藤　帆南 ﾅｲﾄｳ ﾎﾅﾐ 小4

2373 渡邊　翠瑤 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾖ 小4
2372 大澤　響子 ｵｵｻﾜ ｷｮｳｺ 小4

4 ＢＳＳ久留米 3840 田中　咲希 ﾀﾅｶ ｻｷ 小4
BSSｸﾙﾒ 学童 3838 大塚　佳穂 ｵｵﾂｶ ｶﾎ 小4

3833 井出美沙紀 ｲﾃﾞ ﾐｻｷ 小4
3834 猿渡万優子 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ 小4

5 イトマン函館 86 村上　果世 ﾑﾗｶﾐ ｶﾖ 小4
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 学童 75 山田　　葵 ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 小4

78 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 小4
89 齋藤　苑香 ｻｲﾄｳ ｿﾉｶ 小4

6 ＪＳＳ北神戸 3443 筒井麻里子 ﾂﾂｲ ﾏﾘｺ 小4
JSSｷﾀｺｳﾍ 学童 3434 河原　由夏 ｶﾊﾗ ﾕｳｶ 小4

3431 安岡　亜美 ﾔｽｵｶ ｱﾐ 小4
3436 古田　采希 ﾌﾙﾀ ｻｷ 小3

7 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 1196 木内　美聡 ｷｳﾁ ﾐｻﾄ 小4
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 学童 1182 後野　佳南 ｳｼﾛﾉ ｶﾅ 小4

1185 真如　美優 ｼﾝﾆｮ ﾐﾕ 小4
1187 清水　玲奈 ｼﾐｽﾞ ﾚﾅ 小4

8 ミミＳＣ品川 1795 林　　睦子 ﾊﾔｼ ﾑﾂｺ 小4
ﾐﾐSC 学童 1796 輪島ひろみ ﾜｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ 小4

1797 櫻井　実里 ｻｸﾗｲ ﾐﾉﾘ 小5
1794 池田　莉子 ｲｹﾀﾞ ﾘｺ 小4
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競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:52.51
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 東京ＳＣ 1468 槙尾　　栞 ﾏｷｵ ｼｵﾘ 小4

ﾄｳｷｮｳSC 学童 1475 永井　亜美 ﾅｶﾞｲ ｱﾐ 小4
1442 細田　彩加 ﾎｿﾀﾞ ｱﾔｶ 小4
1477 加藤　佑梨 ｶﾄｳ ﾕﾘ 小4

2 イトマン埼玉 920 黒須　奏江 ｸﾛｽ ｶﾅｴ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 891 石垣　優奈 ｲｼｶﾞｷ ﾕｳﾅ 小4

914 古川　真子 ﾌﾙｶﾜ ﾏｺ 小4
906 河原田由花 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾕｶ 小4

3 KONAMI光明池 3230 西尾　愛理 ﾆｼｵ ｱｲﾘ 小4
ｺﾅﾐｺｳﾐｮｳｲｹ 学童 3228 河原田実里 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 小4

3229 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 小3
3952 青木　理緒 ｱｵｷ ﾘｵ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ大宮南 959 杉本　　楓 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 小4
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 学童 965 渡辺　優香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ 小4

955 志賀珠理奈 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 小4
963 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 小4

5 ジャパン観 3645 秋山ゆうこ ｱｷﾔﾏ ﾕｳｺ 小4
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 学童 3644 宮崎　亜美 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ 小4

3650 筒井　真彩 ﾂﾂｲ ﾏｱﾔ 小4
3648 薦田　　遥 ｺﾓﾀﾞ ﾊﾙｶ 小4

6 イトマン奈良 3469 中川　史稀 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾅﾗ 学童 3464 手島　歩美 ﾃｼﾏ ｱﾕﾐ 小4

3465 植田　寿乃 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ 小4
3462 吉年　美咲 ﾖｼﾄｼ ﾐｻｷ 小4

7 ｲﾄﾏﾝ大教蓮田 880 寺内麻緒莉 ﾃﾗｳﾁ ﾏｵﾘ 小4
ｲﾄﾏﾝﾊｽﾀﾞ 学童 879 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 小3

881 小野寺　栞 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｵﾘ 小4
878 外川　詩絵 ｿﾄｶﾜ ｼｴ 小4

8 KONAMI三田 3378 虎井みなみ ﾄﾗｲ ﾐﾅﾐ 小4
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 学童 3382 上村夏々世 ｶﾐﾑﾗ ﾅﾅｾ 小4

3381 菖池　絢音 ｼｮｳｲｹ ｱﾔﾈ 小4
3387 田淵　　萌 ﾀﾌﾞﾁ ﾓｴ 小4
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