
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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 イトマン函館 83 西川　夏海 ﾆｼｶﾜ ﾅﾂﾐ 小6
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 学童 88 平森　　澪 ﾋﾗﾓﾘ ﾚｲ 小6

87 長谷川　愛 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ 小5
72 金谷　侑季 ｶﾅﾔ ﾕｷ 小6

4 ヨコハマＳＣ 2026 岡本　彩花 ｵｶﾓﾄ ｱﾔｶ 小5
ﾖｺﾊﾏSC 学童 2021 木下莉央生 ｷﾉｼﾀ ﾘｵﾅ 小6

2022 和泉　　唯 ｲｽﾞﾐ ﾕｲ 小5
2020 徳永　紗希 ﾄｸﾅｶﾞ ｻｷ 小5

5 イトマン鯱 2669 滝澤穂乃香 ﾀｷｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 小6
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 学童 2659 押村　真理 ｵｼﾑﾗ ﾏﾘ 小6

2661 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 小5
2671 都築　美帆 ﾂﾂﾞｷ ﾐﾎ 小6

6

7

8
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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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 国府宮ＳＣ 2827 冨田　佳子 ﾄﾐﾀﾞ ｶｺ 小5

ｺｳﾉﾐﾔSC 学童 2825 浅野　　悠 ｱｻﾉ ﾊﾙｶ 小6
2826 田中　晶子 ﾀﾅｶ ｱｷｺ 小6
2824 向井まゆか ﾑｶｲ ﾏﾕｶ 小6

2 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1894 小嶋　玲香 ｺｼﾞﾏ ﾚｲｶ 小6
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1895 松田　郁美 ﾏﾂﾀﾞ ｲｸﾐ 小6

1900 大西紗規子 ｵｵﾆｼ ｻｷｺ 小6
1896 松田　美夏 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｶ 小6

3 東住吉ＳＳ 3143 吉田　彩香 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ 小6
ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ 学童 3147 垂水　朝香 ﾀﾙﾐ ｱｻｶ 小6

3149 斉藤沙也香 ｻｲﾄｳ ｻﾔｶ 小6
3150 長井もも香 ﾅｶﾞｲ ﾓﾓｶ 小5

4 安全ＳＳ 3536 山内　瑠那 ﾔﾏｳﾁ ﾙﾅ 小6
ｱﾝｾﾞﾝSS 学童 3539 日本　亜美 ﾋﾉﾓﾄ ｱﾐ 小6

3537 松永　夢乃 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕﾒﾉ 小6
3534 河﨑あゆみ ｶﾜｻｷ ｱﾕﾐ 小6

5 SPﾎｳﾄｸ左近山 2251 武井絵里香 ﾀｹｲ ｴﾘｶ 小6
SPﾎｳﾄｸｻｺ 学童 2245 奥山　莉奈 ｵｸﾔﾏ ﾘﾅ 小5

2250 斉藤　有紀 ｻｲﾄｳ ﾕｷ 小6
2246 熊沢　綾乃 ｸﾏｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 小6

6 早稲田ＳＳ 792 小田海咲希 ｵﾀﾞ ﾐｻｷ 小6
ﾜｾﾀﾞSS 791 篠崎　美紀 ｼﾉｻﾞｷ ﾐｷ 中1

793 片貝佐和子 ｶﾀｶﾞｲ ｻﾜｺ 小6
790 高橋メラニー ﾀｶﾊｼ ﾒﾗﾆｰ 小6

7 郡山インター 340 佐藤　祐希 ｻﾄｳ ﾕｷ 小6
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 学童 338 桑原　優希 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｷ 小6

342 小山あかね ｵﾔﾏ ｱｶﾈ 小6
341 三浦　　唯 ﾐｳﾗ ﾕｲ 小5

8 協栄ＳＣ町田 1709 三沢　　恵 ﾐｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 小6
ｷｮｳｴｲﾏﾁﾀ 学童 1715 丸崎明日香 ﾏﾙｻｷ ｱｽｶ 小6

1711 浅野　順子 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝｺ 小6
1710 酒井　麻緒 ｻｶｲ ﾏｵ 小5
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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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 470 大川　佳澄 ｵｵｶﾜ ｶｽﾐ 小6

Wﾒｲﾂｶｼﾏ 学童 467 荒沼　佳純 ｱﾗﾇﾏ ｶｽﾐ 小5
472 木村　有紀 ｷﾑﾗ ﾕｷ 小6
469 対馬　彩果 ﾂｼﾏ ｻﾔｶ 小5

2 イトマン向山 223 渡邊　　華 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ 小5
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 学童 228 野口恵玲永 ﾉｸﾞﾁ ｴﾚﾅ 小6

217 山口　　綾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔ 小6
218 小野寺梨乃 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾉ 小6

3 帯広ＳＳ 35 今　　涼音 ｺﾝ ｽｽﾞﾈ 小6
ｵﾋﾞﾋﾛSS 学童 39 平尾　由帆 ﾋﾗｵ ﾕｳﾎ 小6

37 長濱　玲奈 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾚｲﾅ 小6
38 天野　莉那 ｱﾏﾉ ﾘﾅ 小6

4 KONAMI北浦和 806 長谷川麻菜 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅ 小5
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 803 笹澤　　桜 ｻｻｻﾞﾜ ｻｸﾗ 小5

807 梅田　紗圭 ｳﾒﾀﾞ ｽｽﾞｶ 小6
802 荒木　鈴絵 ｱﾗｷ ｽｽﾞｴ 小6

5 岐阜ＳＳ 2902 奥田安裕子 ｵｸﾀﾞ ｱﾕｺ 小6
ｷﾞﾌSS 学童 2905 中島万里花 ﾅｶｼﾏ ﾏﾘｶ 小5

2903 栗木　祐香 ｸﾘｷ ﾕｶ 小6
2907 武仲　　茜 ﾀｹﾅｶ ｱｶﾈ 小5

6 KONAMI海老名 2137 金子　千乃 ｶﾈｺ ﾕｷﾉ 小5
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 学童 2138 金指　美紅 ｶﾅｻｼ ﾐｸ 小6

2141 中村　汐里 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 小6
2135 加藤　夕雅 ｶﾄｳ ﾕｳｶ 小5

7 金町ＳＣ 1349 上田　桜子 ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｺ 小5
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1369 戸田　夏生 ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ 小6

1358 中村　綾花 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 小5
1367 賀谷　彩織 ｶﾔ ｻｵﾘ 小6

8 プリオール 3595 荒中　正美 ｱﾗﾅｶ ﾏｻﾐ 中1
ﾌﾟﾘｵｰﾙ 3592 原　　　碧 ﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘ 小5

3597 湯中鈴音和 ﾕﾅｶ ﾚｵﾅ 小6
3593 原　　美波 ﾊﾗ ﾐﾅﾐ 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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ウィンわかば 843 池田　紫音 ｲｹﾀﾞ ｼｵﾝ 小6

ｳｨﾝﾜｶﾊﾞ 学童 839 岡山　優納 ｵｶﾔﾏ ﾕﾅ 小6
846 野口　美紗 ﾉｸﾞﾁ ﾐｻ 小6
840 加藤　美咲 ｶﾄｳ ﾐｻｷ 小5

2 ＡＴＳＣ 2336 小澤　彩永 ｵｻﾞﾜ ｻｴ 小6
ATSC 学童 2343 北村　　恋 ｷﾀﾑﾗ ﾚﾝ 小6

2335 山本　果奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 小6
2337 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 小6

3 イトマン草津 2956 畑　梨衣奈 ﾊﾀ ﾘｲﾅ 小5
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 学童 2949 恒川　由衣 ﾂﾈｶﾜ ﾕｲ 小6

2952 森下美乃里 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ 小6
2954 渡辺　実玲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾚｲ 小5

4 KONAMI西葛西 1564 椿原　愛彩 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｱﾔ 小6
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1568 綿貫　　葵 ﾜﾀﾇｷ ｱｵｲ 小5

1562 中里　　茜 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｶﾈ 小6
1569 友行　由子 ﾄﾓﾕｷ ﾕｳｺ 小6

5 イトマン札幌 40 伊藤　鮎香 ｲﾄｳ ｱﾕｶ 小6
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 学童 45 吉田　安那 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝﾅ 小6

42 亀田ゆり子 ｶﾒﾀﾞ ﾕﾘｺ 小6
53 大久保沙耶 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾔ 小6

6 イトマン多摩 2297 佐仲　理紗 ｻﾅｶ ﾘｻ 小6
ｲﾄﾏﾝﾀﾏ 学童 2296 岩波　　文 ｲﾜﾅﾐ ｱﾔ 小6

2305 坪田　桃子 ﾂﾎﾞﾀ ﾓﾓｺ 小5
2294 岡田　絢奈 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾅ 小5

7 トピーアヤセ 2124 高橋　礼実 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ 小6
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 学童 2122 河野　紋佳 ｺｳﾉ ｱﾔｶ 小6

2123 近藤　真叶 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｶﾅ 小6
2121 加原　咲季 ｶﾊﾗ ｻｷ 小5

8 イトマン太田 695 青木　咲樹 ｱｵｷ ｻｷ 小6
ｲﾄﾏﾝｵｵﾀ 学童 697 堀江　侑貴 ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 小6

686 山崎　　恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 小6
688 篠崎　彩映 ｼﾉｻﾞｷ ｻｴ 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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 南光ＳＳ 1812 大久保千尋 ｵｵｸﾎﾞ ﾁﾋﾛ 小6

ﾅﾝｺｳSS 学童 1808 細越　　智 ﾎｿｺｼ ｻﾄﾘ 小6
1813 木田ひかる ｷﾀﾞ ﾋｶﾙ 小6
1807 今村　実央 ｲﾏﾑﾗ ﾐｵ 小6

2 フレンドＳＣ 632 早川　真実 ﾊﾔｶﾜ ﾏﾐ 小6
ﾌﾚﾝﾄﾞSC 学童 629 岡野　紗希 ｵｶﾉ ｻｷ 小6

634 中村海咲恵 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｴ 小5
630 岩村美沙子 ｲﾜﾑﾗ ﾐｻｺ 小6

3 ＮＥＣＧＳＭ 2383 瀧口　真帆 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 小6
NECGSM 学童 2387 鈴木ちなみ ｽｽﾞｷ ﾁﾅﾐ 小5

2381 三浦　里奈 ﾐｳﾗ ﾘﾅ 小6
2386 鈴木　美波 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ 小6

4 日花園ＳＣ 2977 西澤　　光 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋｶﾘ 小6
ﾆｯｶｴﾝSC 学童 2982 檜木　彩美 ﾋﾉｷ ｱﾔﾐ 小6

2978 千阪　未来 ﾁｻｶ ﾐｷ 小6
2980 田鍋　有希 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 小6

5 みなとＳＳ 2815 児玉有希菜 ｺﾀﾞﾏ ﾕｷﾅ 小6
ﾐﾅﾄSS 学童 2820 谷内　美奈 ﾀﾆｳﾁ ﾐﾅ 小6

2812 加納　衣舞 ｶﾉｳ ｲﾌﾞ 小6
2817 松林　美玖 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 小5

6 枚方ＳＳ 3221 小原　瑠美 ｺﾊﾞﾗ ﾙﾋﾞ 小5
ﾋﾗｶﾀSS 3219 生瀬日加里 ｲｸｾ ﾋｶﾘ 小6

3205 西川　春菜 ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 小6
3218 松本　彩香 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｶ 中1

7 ヤクルト青東 149 金澤　凪紗 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 小6
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 学童 160 藤田はるか ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ 小6

157 村川　理子 ﾑﾗｶﾜ ﾘｺ 小6
159 長谷川恵奈 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾅ 小6

8 東京ＤＣ桜台 1733 溝上　壽乃 ﾐｿﾞｶﾐ ﾋｻﾉ 小5
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1738 大倉　星花 ｵｵｸﾗ ﾎｼｶ 小6

1735 小畑　安紀 ｵﾊﾞﾀ ｱｷ 小6
1736 神代　紀子 ｺｳｼﾞﾛ ﾉﾘｺ 小5
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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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 下妻スポーツ 455 石川　安奈 ｲｼｶﾜ ｱﾝﾅ 小6

ｼﾓﾂﾏSC 学童 457 田所　瑞花 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐｽﾞｶ 小6
456 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 小6
454 上野　莉佳 ｳｴﾉ ﾘｶ 小5

2 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1316 石川　真由 ｲｼｶﾜ ﾏﾕ 小5
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 1322 中嶋　理乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾉ 小6

1318 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 小6
1323 渡辺真佑子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ 小6

3 大阪水泳学校 3180 寺田　彩夏 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 小6
OSAKA.SG 学童 3182 小澤　美夏 ｵｻﾞﾜ ﾐｶ 小6

3187 田中　佑子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 小6
3184 森田　清楓 ﾓﾘﾀ ｷﾖｶ 小6

4 イトマン東京 1652 東福　美希 ﾄｳﾌｸ ﾐｷ 小6
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 学童 1656 木村　理絵 ｷﾑﾗ ﾘｴ 小6

1651 田中　友梨 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 小5
1644 瀬川　珠代 ｾｶﾞﾜ ﾀﾏﾖ 小6

5 ル・土気 1123 日暮嘉保留 ﾋｸﾞﾗｼ ｶﾎﾙ 小6
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 学童 1120 川瀬絵梨花 ｶﾜｾ ｴﾘｶ 小6

1117 五十川　唯 ｲｿｶﾜ ﾕｲ 小6
1122 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 小6

6 東邦ＳＣ 2724 勝山　海輝 ｶﾂﾔﾏ ﾐｷ 小6
ﾄｳﾎｳSC 学童 2723 山田　萌恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾓｴ 小6

2720 山田　絢未 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾐ 小6
2718 稲田　磨樹 ｲﾅﾀﾞ ﾏｷ 小6

7 御幸ヶ原ＳＳ 545 室井　美穂 ﾑﾛｲ ﾐﾎ 小6
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 543 橋本　　茜 ﾊｼﾓﾄ ｱｶﾈ 小6

542 菊池　優奈 ｷｸﾁ ﾕｳﾅ 小5
541 我妻ひとみ ｱﾂﾞﾏ ﾋﾄﾐ 小6

8 とこはＳＳ 2620 木村　友香 ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ 小6
ﾄｺﾊSS 学童 2618 蜂巣　優里 ﾊﾁｽ ﾕｳﾘ 小6

2613 伊藤安梨沙 ｲﾄｳ ｱﾘｻ 小6
2619 望月　唯衣 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ 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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 Ｆ－ＢＩＧ 506 小関　夏奈 ｵｾﾞｷ ｶﾅ 小6

F-BIG 学童 515 冨山　華菜 ﾄﾐﾔﾏ ｶﾅ 小6
514 渡辺　佳奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 小6
516 野沢　知香 ﾉｻﾞﾜ ｻﾄｶ 小6

2 KONAMI西新井 1777 小林　江舞 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ 小6
ｺﾅﾐﾆｼｱﾗｲ 学童 1774 榎本　早希 ｴﾉﾓﾄ ｻｷ 小6

1784 鈴木　茜音 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 小6
1778 松吉　　茜 ﾏﾂﾖｼ ｱｶﾈ 小5

3 周南ＳＣ 3601 田坂樹里亜 ﾀｻｶ ｼﾞｭﾘｱ 小6
ｼｭｳﾅﾝSC 学童 3605 福田まりあ ﾌｸﾀﾞ ﾏﾘｱ 小6

3603 徳本　美菜 ﾄｸﾓﾄ ﾐﾅ 小5
3602 藤井　　遥 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 小5

4 イトマン大宮 728 前田　美樹 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 小6
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 730 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 小6

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

5 イトマン大教 785 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 小6
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 学童 781 田口　珠恵 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾏｴ 小6

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

6 イトマン館林 610 中野　令菜 ﾅｶﾉ ﾚﾅ 小6
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 605 山口裕佑佳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 小5

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

7 ｲﾄﾏﾝ伊勢崎 595 吉田　理穂 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾎ 小6
ｲﾄﾏﾝｲｾｻｷ 学童 594 植木　　彩 ｳｴｷ ｻﾔｶ 小5

598 高橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 小5
593 高木　夏紀 ﾀｶｷﾞ ﾅﾂｷ 小5

8 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1764 神村万里恵 ｶﾐﾑﾗ ﾏﾘｴ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1761 遠山　舞子 ﾄｵﾔﾏ ﾏｲｺ 小6

1765 大矢　夏菜 ｵｵﾔ ｶﾅ 小6
1766 母倉　里紗 ﾊﾊｸﾗ ﾘｻ 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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 イトマン埼玉 890 青木香寿子 ｱｵｷ ｶｽﾞｺ 小6

ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 923 住友　晶子 ｽﾐﾄﾓ ｱｷｺ 小5
917 荒川　秀美 ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞﾐ 小6
900 林　　奈奈 ﾊﾔｼ ﾅﾅ 小6

2 イトマン長命 202 亀森　美紀 ｶﾒﾓﾘ ﾐｷ 小6
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 学童 210 武藤　　唯 ﾑﾄｳ ﾕｲ 小6

208 渡辺有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 小6
204 三浦　　麗 ﾐｳﾗ ﾚｲ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 2254 井上　裕梨 ｲﾉｳｴ ﾕﾘ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 学童 2257 寺田　愛理 ﾃﾗﾀﾞ ｱｲﾘ 小6

2256 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 小6
2259 町田あかり ﾏﾁﾀﾞ ｱｶﾘ 小6

4 かしまＡＺ 1854 室井　真純 ﾑﾛｲ ﾏｽﾐ 小6
ｶｼﾏAZ 学童 1874 黒岩　紗耶 ｸﾛｲﾜ ｻﾔ 小6

1859 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 小6
1882 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 小6

5 ユアー蕨 1003 中村　　舞 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 小6
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 学童 1000 清水　春菜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 小6

1001 大森　愛子 ｵｵﾓﾘ ｱｲｺ 小6
996 熊谷理穂美 ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾎﾐ 小6

6 KONAMI林間 2008 鶴川　美帆 ﾂﾙｶﾜ ﾐﾎ 小6
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1995 岡戸　香七 ｵｶﾄﾞ ｶﾅ 小5

1999 三浦　梨花 ﾐｳﾗ ﾘｶ 小6
1993 押田　　萌 ｵｼﾀﾞ ﾓｴ 小6

7 ＳＡシボクチ 2101 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ 小6
SAｼﾎﾞｸﾁ 学童 2102 中島あかね ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾈ 小6

2098 宮川　菜摘 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 小6
2104 澤田　侑季 ｻﾜﾀﾞ ﾕｷ 小5

8 ＫＳＧ徳山 3610 藤山裕里加 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕﾘｶ 小5
KSGﾄｸﾔﾏ 学童 3608 藤井　杏菜 ﾌｼﾞｲ ｱﾝﾅ 小6

3607 古城　裕美 ｺｼﾞｮｳ ﾋﾛﾐ 小6
3606 桑幡　真弓 ｸﾜﾊﾀ ﾏﾕ 小5
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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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  1:52.51
１１～１２歳        大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1211 高橋　美玖 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 小6

ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 1212 篠原　春奈 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾅ 小5
1214 西　　彩乃 ﾆｼ ｱﾔﾉ 小6
1202 安藤　千夏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾅﾂ 小6

2 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 2214 毛利侑理子 ﾓｳﾘ ﾕﾘｺ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 2212 服部　渚沙 ﾊｯﾄﾘ ﾅｷﾞｻ 小6

2210 渡辺　綾乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾉ 小5
2198 永井　亜実 ﾅｶﾞｲ ｱﾐ 小6

3 東京ＳＣ 1453 青田　梨奈 ｱｵﾀ ﾘﾅ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 1454 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 小6

1447 四倉由美子 ﾖﾂｸﾗ ﾕﾐｺ 中1
1464 畠中　朋香 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ 小6

4

5 アンタレス 535 中村　円香 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 小5
ｱﾝﾀﾚｽ 学童 529 宗島　杏衣 ﾑﾈｼﾏ ｱｲ 小6

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

6 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2320 久保田麗海 ｸﾎﾞﾀ ﾚﾐ 小5
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 2330 富岡奈津実 ﾄﾐｵｶ ﾅﾂﾐ 小6

2323 坂東春菜子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ 小6
2314 横山麻沙美 ﾖｺﾔﾏ ｱｻﾐ 小6

7 ＪＳＳ宝塚 3342 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 小5
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 3339 井ノ本　宙 ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ 小6

3347 白井　佳織 ｼﾗｲ ｶｵﾘ 小5
3340 岩井　亜夢 ｲﾜｲ ｱﾑ 小6

8 大野城ＳＣ 3739 深町　朱里 ﾌｶﾏﾁ ｱｶﾘ 小6
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 学童 3743 廣重実加理 ﾋﾛｼｹﾞ ﾐｶﾘ 小6

3738 高田　菜摘 ﾀｶﾀ ﾅﾂﾐ 小6
3741 田才　　葵 ﾀｻｲ ｱｵｲ 小6
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