
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.187 女子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:42.75
１０歳以下          大会記録  1:58.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 KONAMI鳴海 2748 加藤　千夏 ｶﾄｳ ﾁｶ 小4
ｺﾅﾐﾅﾙﾐ 学童 2756 渡辺ひより ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 小4

2750 高橋　彩子 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ 小4
2752 阪野利衣奈 ﾊﾞﾝﾉ ﾘｲﾅ 小4

4 ＪＳＳ岩見沢 94 谷　奈菜子 ﾀﾆ ﾅﾅｺ 小4
JSSｲﾜﾐｻﾜ 学童 95 鈴木るり子 ｽｽﾞｷ ﾙﾘｺ 小4

93 小林　百伽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 小4
92 岡田　　望 ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 小4

5 成増ロンド 1816 加藤　愛理 ｶﾄｳ ｱｲﾘ 小5
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 学童 1820 増田　幸恵 ﾏｽﾀﾞ ﾕｷｴ 小4

1823 猪苗代悠貴 ｲﾅﾜｼﾛ ﾕｳｷ 小4
1814 宇野美由起 ｳﾉ ﾐﾕｷ 小4

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.187 女子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:42.75
１０歳以下          大会記録  1:58.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 イトマン向山 224 渡邊　　彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 小3
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 学童 220 西村　有紗 ﾆｼﾑﾗ ｱﾘｻ 小4

214 吉野由佳子 ﾖｼﾉ ﾕｶｺ 小4
226 福羅　美樹 ﾌｸﾗ ﾐｷ 小4

3 イトマ東川口 948 村上　瑠来 ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ 小4
ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞ 学童 945 松島　美玖 ﾏﾂｼﾏ ﾐｸ 小3

951 武田　　萌 ﾀｹﾀﾞ ﾓｴ 小4
943 松井　夏海 ﾏﾂｲ ﾅﾂﾐ 小4

4 かしまＡＺ 1863 伊藤　美星 ｲﾄｳ ﾐﾎｼ 小4
ｶｼﾏAZ 学童 1865 横田　彩乃 ﾖｺﾀ ｱﾔﾉ 小4

1869 五十嵐奏子 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾅｺ 小4
1875 黒岩　美緒 ｸﾛｲﾜ ﾐｵ 小4

5 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

6 大阪水泳学校 3186 舛谷　香菜 ﾏｽﾀﾆ ｶﾅ 小4
OSAKA.SG 学童 3185 森田　千尋 ﾓﾘﾀ ﾁﾋﾛ 小4

3188 北口　瑠莉 ｷﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ 小4
3181 寺田　紗菜 ﾃﾗﾀﾞ ｻﾅ 小4

7 深谷ＳＣ浜松 2636 鈴木　歩佳 ｽｽﾞｷ ｱﾕｶ 小4
ﾌｶﾔSCﾊﾏﾏ 学童 2635 藤田　瑠莉 ﾌｼﾞﾀ ﾙﾘ 小4

2637 廣橋　海結 ﾋﾛﾊｼ ﾐﾕ 小4
2633 黒田　朋美 ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾐ 小4

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.187 女子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:42.75
１０歳以下          大会記録  1:58.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 アクラブ藤沢 1978 斉藤　宇乃 ｻｲﾄｳ ｳﾉ 小5

AQLUB FJ 学童 1971 横田　絢子 ﾖｺﾀ ｱﾔｺ 小4
1976 森　　　瞳 ﾓﾘ ﾋﾄﾐ 小4
1975 松崎なつき ﾏﾂｻﾞｷ ﾅﾂｷ 小3

2 イトマン東京 1640 吉岡　美柚 ﾖｼｵｶ ﾐﾕｳ 小3
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 学童 1643 佐藤　佳奈 ｻﾄｳ ｶﾅ 小4

1641 橋本　佳奈 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 小4
1654 平井　澪希 ﾋﾗｲ ﾐｵｷ 小4

3 Ｆ－ＢＩＧ 511 石垣　汐理 ｲｼｶﾞｷ ｼｵﾘ 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
505 山田百々花 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 小4

4 ル・早稲田 1380 岡崎　莉奈 ｵｶｻﾞｷ ﾘﾅ 小4
ﾙ･ﾜｾﾀﾞ 学童 1382 尾嶋　彩萌 ｵｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 小4

1384 落合さくら ｵﾁｱｲ ｻｸﾗ 小4
1381 前川　明華 ﾏｴｶﾜ ﾊﾙｶ 小4

5 マリン西新井 1615 長崎　　優 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳ 小4
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 学童 1614 外山　依里 ﾄﾔﾏ ｴﾘ 小4

1613 園田　瑠夏 ｿﾉﾀﾞ ﾙｶ 小4
1616 濱塚　杏珠 ﾊﾏﾂﾞｶ ｱﾝｼﾞｭ 小4

6 KONAMI立川 1792 養田　　司 ﾖｳﾀﾞ ﾂｶｻ 小4
ｺﾅﾐﾀﾁｶﾜ 学童 1787 近藤　沙衣 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｴ 小4

1790 川村　真穂 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾎ 小4
1788 山下　　桃 ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓ 小4

7 滑川ＳＣ 2531 岡田　琴音 ｵｶﾀﾞ ｺﾄﾈ 小4
ﾅﾒﾘｶﾜSC 学童 2529 永原　　光 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ 小4

2532 水本　志歩 ﾐｽﾞﾓﾄ ｼﾎ 小4
2530 永原　実莉 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐﾉﾘ 小4

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

1187 清水　玲奈 ｼﾐｽﾞ ﾚﾅ 小4
1180 宇佐見　渚 ｳｻﾐ ﾅｷﾞｻ 小3
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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.187 女子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:42.75
１０歳以下          大会記録  1:58.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 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 1356 村上　由桂 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶ 小4
1370 秋本　真希 ｱｷﾓﾄ ﾏｷ 小4
1350 植草　梨奈 ｳｴｸｻ ﾘﾅ 小4

2 ＪＳＳ北神戸 3431 安岡　亜美 ﾔｽｵｶ ｱﾐ 小4
JSSｷﾀｺｳﾍ 学童 3436 古田　采希 ﾌﾙﾀ ｻｷ 小3

3440 大崎理加菜 ｵｵｻｷ ﾘｶﾅ 小4
3438 石川　穂波 ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ 小3

3 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1313 森川　知華 ﾓﾘｶﾜ ﾁｶ 小4
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 1306 久保木ゆかり ｸﾎﾞｷ ﾕｶﾘ 小4

1314 須嵜　仁美 ｽｻｷ ﾋﾄﾐ 小3
1317 石川　朋実 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 小3

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

5 アンタレス 525 佐藤帆乃佳 ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 小4
ｱﾝﾀﾚｽ 学童 537 島田理紗子 ｼﾏﾀﾞ ﾘｻｺ 小4

528 市原　佑華 ｲﾁﾊﾗ ﾕｶ 小4
526 斎藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 小4

6 イトマン前橋 662 新井　怜奈 ｱﾗｲ ﾚｲﾅ 小4
ｲﾄﾏﾏｴﾊﾞｼ 学童 658 小野有紀乃 ｵﾉ ﾕｷﾉ 小4

669 中島　　舞 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲ 小4
655 笠原　　蘭 ｶｻﾊﾗ ﾗﾝ 小3

7 ヨコハマＳＣ 2029 巻山　実穂 ﾏｷﾔﾏ ﾐﾎ 小4
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
2016 小坂　芽衣 ｺｻｶ ﾒｲ 小3

8 東京ＳＣ 1468 槙尾　　栞 ﾏｷｵ ｼｵﾘ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1477 加藤　佑梨 ｶﾄｳ ﾕﾘ 小4

1444 山岸万里菜 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾘﾅ 小4
1442 細田　彩加 ﾎｿﾀﾞ ｱﾔｶ 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.187 女子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:42.75
１０歳以下          大会記録  1:58.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 枚方ＳＳ 3223 伊藤　由佳 ｲﾄｳ ﾕｶ 小4

ﾋﾗｶﾀSS 学童 3222 末吉　　萌 ｽｴﾖｼ ﾓｴ 小4
3224 山本　芹香 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾘｶ 小4
3204 中野　花菜 ﾅｶﾉ ｶﾅ 小4

2 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 3496 玉腰　千暁 ﾀﾏｺｼ ﾁｱｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 学童 3500 松田　悠里 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾘ 小4

3503 藤原　麻衣 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ 小4
3504 楢崎　瑠美 ﾅﾗｻｷ ﾙﾐ 小4

3 KONAMI三田 3387 田淵　　萌 ﾀﾌﾞﾁ ﾓｴ 小4
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 学童 3381 菖池　絢音 ｼｮｳｲｹ ｱﾔﾈ 小4

3378 虎井みなみ ﾄﾗｲ ﾐﾅﾐ 小4
3382 上村夏々世 ｶﾐﾑﾗ ﾅﾅｾ 小4

4 イトマン大教 782 田口　瑞穂 ﾀｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 小4
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 学童 786 和田　実季 ﾜﾀﾞ ﾐｷ 小4

767 岩崎　莉子 ｲﾜｻｷ ﾘｺ 小4
774 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 小3

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 3648 薦田　　遥 ｺﾓﾀﾞ ﾊﾙｶ 小4

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

6 ＢＳＳ久留米 3834 猿渡万優子 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ 小4
BSSｸﾙﾒ 学童 3838 大塚　佳穂 ｵｵﾂｶ ｶﾎ 小4

3840 田中　咲希 ﾀﾅｶ ｻｷ 小4
3833 井出美沙紀 ｲﾃﾞ ﾐｻｷ 小4

7 イ大教郡山北 388 星野美沙希 ﾎｼﾉ ﾐｻｷ 小2
ｲｺｵﾘﾔﾏｷﾀ 学童 386 斎藤　有希 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 小4

382 関戸　みき ｾｷﾄﾞ ﾐｷ 小4
381 茨木　　杏 ｲﾊﾞﾗｷ ｱﾝｽﾞ 小4

8 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

1280 神定　知邑 ｶﾝｼﾞｮｳ ﾁｻﾄ 小4
1289 鈴木　紗絵 ｽｽﾞｷ ｻｴ 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.187 女子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:42.75
１０歳以下          大会記録  1:58.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 イトマン深谷 829 福島　　樹 ﾌｸｼﾏ ｲﾂｷ 小4

ｲﾄﾏﾝﾌｶﾔ 学童 820 山口　　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 小4
819 荒木　郁実 ｱﾗｷ ｲｸﾐ 小4
822 西田　雅美 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 小4

2 イトマン高崎 636 河裾菜奈子 ｶﾜｽｿ ﾅﾅｺ 小3
ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 639 佐復　祐美 ｻﾏﾀ ﾕﾐ 小4

647 石井　茉穂 ｲｼｲ ﾏﾎ 小4
641 小見　佳廉 ｺﾐ ｶﾚﾝ 小4

3 イトマン埼玉 906 河原田由花 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾕｶ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 912 吉田　実央 ﾖｼﾀﾞ ﾐｵ 小4

914 古川　真子 ﾌﾙｶﾜ ﾏｺ 小4
920 黒須　奏江 ｸﾛｽ ｶﾅｴ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ大宮南 963 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 小4
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 学童 955 志賀珠理奈 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 小4

966 渡辺きみか ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｶ 小3
959 杉本　　楓 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 小4

5 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 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
3228 河原田実里 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 小4

6 イトマン函館 78 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 小4
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 学童 86 村上　果世 ﾑﾗｶﾐ ｶﾖ 小4

89 齋藤　苑香 ｻｲﾄｳ ｿﾉｶ 小4
80 上田有梨那 ｳｴﾀﾞ ﾕﾘﾅ 小3

7 名鉄Ｓ新瀬戸 2834 山田　姫奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾒﾅ 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

2830 稲垣　明里 ｲﾅｶﾞｷ ｱｶﾘ 小4
2835 寺本　瑠美 ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ 小4

8 東京ＤＣ桜台 1742 丸山　　涼 ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾞ 小4
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1737 菅井あかり ｽｶﾞｲ ｱｶﾘ 小4

1743 玉川　詩織 ﾀﾏｶﾞﾜ ｼｵﾘ 小4
1732 広島まひる ﾋﾛｼﾏ ﾏﾋﾙ 小3
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東  京

加　盟
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