
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.189 女子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:42.75
１１～１２歳        大会記録  1:49.05

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 ＳＡシボクチ 2104 澤田　侑季 ｻﾜﾀﾞ ﾕｷ 小5

SAｼﾎﾞｸﾁ 学童 2102 中島あかね ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾈ 小6
2101 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ 小6
2098 宮川　菜摘 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 小6

2 ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 2257 寺田　愛理 ﾃﾗﾀﾞ ｱｲﾘ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 学童 2256 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 小6

2254 井上　裕梨 ｲﾉｳｴ ﾕﾘ 小6
2259 町田あかり ﾏﾁﾀﾞ ｱｶﾘ 小6

3 KONAMI鳴海 2749 恒川　由衣 ﾂﾈｶﾜ ﾕｲ 小6
ｺﾅﾐﾅﾙﾐ 学童 2754 大脇　彩菜 ｵｵﾜｷ ｱﾔﾅ 小5

2753 杉山　美穂 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾎ 小5
2751 阪野真帆利 ﾊﾞﾝﾉ ﾏﾎﾘ 小6

4 イトマン向山 221 中尾　優花 ﾅｶｵ ﾕｳｶ 小6
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 学童 223 渡邊　　華 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ 小5

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

5 ヨコハマＳＣ 2020 徳永　紗希 ﾄｸﾅｶﾞ ｻｷ 小5
ﾖｺﾊﾏSC 学童 2021 木下莉央生 ｷﾉｼﾀ ﾘｵﾅ 小6

2026 岡本　彩花 ｵｶﾓﾄ ｱﾔｶ 小5
2022 和泉　　唯 ｲｽﾞﾐ ﾕｲ 小5

6 ル・土気 1119 斉藤　夏海 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 小6
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 学童 1122 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 小6

1123 日暮嘉保留 ﾋｸﾞﾗｼ ｶﾎﾙ 小6
1117 五十川　唯 ｲｿｶﾜ ﾕｲ 小6

7 岐阜ＳＳ 2903 栗木　祐香 ｸﾘｷ ﾕｶ 小6
ｷﾞﾌSS 学童 2905 中島万里花 ﾅｶｼﾏ ﾏﾘｶ 小5

2907 武仲　　茜 ﾀｹﾅｶ ｱｶﾈ 小5
2902 奥田安裕子 ｵｸﾀﾞ ｱﾕｺ 小6

8 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

1773 茨木　　光 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾋｶﾙ 小5
1778 松吉　　茜 ﾏﾂﾖｼ ｱｶﾈ 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.189 女子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:42.75
１１～１２歳        大会記録  1:49.05

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 後楽園調布 1753 石原　里奈 ｲｼﾊﾗ ﾘﾅ 小6

ｺｳﾗｸｴﾝSS 学童 1746 加藤　里奈 ｶﾄｳ ﾘﾅ 小5
1758 立花　瑞穂 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐｽﾞﾎ 小6
1756 田中　　舞 ﾀﾅｶ ﾏｲ 小6

2 イ大教郡山北 383 橋本実沙紀 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ 小6
ｲｺｵﾘﾔﾏｷﾀ 学童 385 佐藤　真菜 ｻﾄｳ ﾏﾅ 小6

389 飯野和花菜 ｲｲﾉ ﾜｶﾅ 小6
387 新田美沙希 ﾆｯﾀ ﾐｻｷ 小6

3 みなとＳＳ 2817 松林　美玖 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 小5
ﾐﾅﾄSS 学童 2822 髙橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 小5

2812 加納　衣舞 ｶﾉｳ ｲﾌﾞ 小6
2815 児玉有希菜 ｺﾀﾞﾏ ﾕｷﾅ 小6

4 柏洋・柏 1134 川崎　爽翔 ｶﾜｻｷ ｻﾜｶ 小6
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 学童 1142 吉田　未和 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾜ 小6

1147 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 小6
1136 朝倉　　恵 ｱｻｸﾗ ﾒｸﾞﾐ 小6

5 アシストＳＳ 2743 加藤　美咲 ｶﾄｳ ﾐｻｷ 小6
ｱｼｽﾄSS 学童 2744 山内万里乃 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾘﾉ 小5

2745 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 小5
2746 藤井　　悠 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 小6

6 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2324 三森　愛奈 ﾐﾂﾓﾘ ｱｲﾅ 小6
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

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

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

8 イトマン高崎 638 佐藤　里沙 ｻﾄｳ ﾘｻ 小6
ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 635 阿部　千秋 ｱﾍﾞ ﾁｱｷ 小6

642 信澤　史歩 ﾉﾌﾞｻﾜ ｼﾎ 小6
648 大野　果実 ｵｵﾉ ﾐﾉﾘ 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.189 女子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:42.75
１１～１２歳        大会記録  1:49.05

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 東邦ＳＣ 2724 勝山　海輝 ｶﾂﾔﾏ ﾐｷ 小6

ﾄｳﾎｳSC 学童 2718 稲田　磨樹 ｲﾅﾀﾞ ﾏｷ 小6
2719 関谷　祥子 ｾｷﾔ ｼｮｳｺ 小6
2720 山田　絢未 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾐ 小6

2 東京ＤＣ桜台 1738 大倉　星花 ｵｵｸﾗ ﾎｼｶ 小6
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1735 小畑　安紀 ｵﾊﾞﾀ ｱｷ 小6

1733 溝上　壽乃 ﾐｿﾞｶﾐ ﾋｻﾉ 小5
1736 神代　紀子 ｺｳｼﾞﾛ ﾉﾘｺ 小5

3 ＪＳＳ青山 178 井上　未至 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ 小6
JSSｱｵﾔﾏ 学童 181 斎藤　理菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 小6

180 佐々木佳穂 ｻｻｷ ｶﾎ 小6
179 後藤　智子 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓｺ 小6

4 アンタレス 527 山本恵理子 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｺ 小5
ｱﾝﾀﾚｽ 学童 520 永井　由夏 ﾅｶﾞｲ ﾕｶ 小6

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

5 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

6 名鉄Ｓ新瀬戸 2840 石原　美波 ｲｼﾊﾗ ﾐﾅﾐ 小6
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 学童 2836 松本菜摘美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ 小6

2831 近藤　有紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 小6
2833 山田　　桃 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓ 小6

7 鶴岡ＳＣ 316 冨樫　郷子 ﾄｶﾞｼ ｻﾄｺ 小6
ﾂﾙｵｶSC 学童 308 斎藤　和綺 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 小6

310 小池萌菜未 ｺｲｹ ﾓﾅﾐ 小5
318 齋藤　　瑶 ｻｲﾄｳ ﾖｳ 小6

8 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 1562 中里　　茜 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｶﾈ 小6

1567 藤原あかね ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾈ 小5
1569 友行　由子 ﾄﾓﾕｷ ﾕｳｺ 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.189 女子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:42.75
１１～１２歳        大会記録  1:49.05

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 イトマン長命 204 三浦　　麗 ﾐｳﾗ ﾚｲ 小6

ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 学童 202 亀森　美紀 ｶﾒﾓﾘ ﾐｷ 小6
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

2 ユアー蕨 996 熊谷理穂美 ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾎﾐ 小6
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 学童 1001 大森　愛子 ｵｵﾓﾘ ｱｲｺ 小6

1002 中川　南美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 小5
1003 中村　　舞 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 小6

3 ヤクルト青東 159 長谷川恵奈 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾅ 小6
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 学童 155 星野　莉奈 ﾎｼﾉ ﾘﾅ 小6

154 杉山　薫子 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｵﾙｺ 小6
157 村川　理子 ﾑﾗｶﾜ ﾘｺ 小6

4 かしまＡＺ 1859 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 小6
ｶｼﾏAZ 学童 1880 三宅　梨沙 ﾐﾔｹ ﾘｻ 小6

1854 室井　真純 ﾑﾛｲ ﾏｽﾐ 小6
1882 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 小6

5 イトマン館林 600 加賀谷汐里 ｶｶﾞﾔ ｼｵﾘ 小5
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 610 中野　令菜 ﾅｶﾉ ﾚﾅ 小6

616 平野　　舞 ﾋﾗﾉ ﾏｲ 小6
614 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 小6

6 ＮＥＣＧＳＴ 1956 上野　由惟 ｳｴﾉ ﾕｲ 小5
NECGST 学童 1958 藤ヶ崎友夏 ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾕｳｶ 小5

1952 井上　真綾 ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ 小6
1957 荘加利沙子 ｼｮｳｶ ﾘｻｺ 小6

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

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

8 イトマン太田 688 篠崎　彩映 ｼﾉｻﾞｷ ｻｴ 小6
ｲﾄﾏﾝｵｵﾀ 学童 697 堀江　侑貴 ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 小6

680 阿部穂乃加 ｱﾍﾞ ﾎﾉｶ 小6
686 山崎　　恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 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.189 女子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:42.75
１１～１２歳        大会記録  1:49.05

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 KONAMI北浦和 802 荒木　鈴絵 ｱﾗｷ ｽｽﾞｴ 小6

ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 803 笹澤　　桜 ｻｻｻﾞﾜ ｻｸﾗ 小5
805 相田　咲織 ｱｲﾀﾞ ｻｵﾘ 小6
807 梅田　紗圭 ｳﾒﾀﾞ ｽｽﾞｶ 小6

2 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1203 越山なる美 ｺｼﾔﾏ ﾅﾙﾐ 小6
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 1214 西　　彩乃 ﾆｼ ｱﾔﾉ 小6

1211 高橋　美玖 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 小6
1202 安藤　千夏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾅﾂ 小6

3 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 900 林　　奈奈 ﾊﾔｼ ﾅﾅ 小6

904 岡林　李奈 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 小6
924 小峰　　梓 ｺﾐﾈ ｱｽﾞｻ 小6

4 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 778 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 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

5 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 2978 千阪　未来 ﾁｻｶ ﾐｷ 小6

2981 茂山千愛美 ﾓﾔﾏ ﾁｱﾐ 小6
2980 田鍋　有希 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 小6

6 KONAMI林間 1999 三浦　梨花 ﾐｳﾗ ﾘｶ 小6
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 2008 鶴川　美帆 ﾂﾙｶﾜ ﾐﾎ 小6

1993 押田　　萌 ｵｼﾀﾞ ﾓｴ 小6
1997 佐藤　百恵 ｻﾄｳ ﾓﾓｴ 小6

7 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

1319 大塚　舞衣 ｵｵﾂｶ ﾏｲ 小5
1318 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 小6

8 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
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