
第27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. 21 女子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:56.05
１１～１２歳        大会記録  2:04.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 ＡＴＳＣ 1519 北村　　唯 ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ 中1
ATSC 1508 乙藤　　泉 ｵﾄﾌｼﾞ ｲｽﾞﾐ 小6

1510 吉田　篤代 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾖ 中1
1521 野本　海夏 ﾉﾓﾄ ﾐｶ 小6

3 イトマン東京 1031 田中　美穂 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 中1
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 1027 村上　桃子 ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓｺ 小6

1023 山崎　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 中1
1028 猪熊　亜美 ｲﾉｸﾏ ｱﾐ 小5

4 後楽園調布 1079 遠山　美穂 ﾄｳﾔﾏ ﾐﾎ 小5
ｺｳﾗｸｴﾝSS 1081 高橋　佳希 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 中1

1086 藤田　奏子 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅｺ 中1
1080 桑田　　冴 ｸﾜﾀ ｻｴ 小6

5 かしまＡＺ 1184 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 小6
ｶｼﾏAZ 1170 桑原　静香 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｽﾞｶ 中1

1175 坂本　朋美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 小6
1187 澤邑真理子 ｻﾜﾑﾗ ﾏﾘｺ 中1

6 イトマン向山 120 宍戸　裕菜 ｼｼﾄﾞ ﾋﾛﾅ 中1
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 121 小林　侑可 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 中1

128 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 小6
119 三浦菜穂子 ﾐｳﾗ ﾅｵｺ 小5

7 ﾖｺﾊﾏSC左近山 1439 三浦　萌華 ﾐｳﾗ ﾓｴｶ 小6
ﾖｺﾊﾏSCｻｺ 学童 1438 佐藤　千愛 ｻﾄｳ ﾕｷｴ 小6

1437 菊地　真帆 ｷｸﾁ ﾏﾎ 小6
1441 米木　美穂 ﾖﾈｷ ﾐﾎ 小6

8 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1504 谷川　あさ ﾀﾆｶﾜ ｱｻ 中1
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 1503 泉水　春香 ｾﾝｽｲ ﾊﾙｶ 中1

1496 江見　涼香 ｴﾐ ｽｽﾞｶ 小5
1501 三森　優衣 ﾐﾂﾓﾘ ﾕｲ 中1
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第27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. 21 女子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:56.05
１１～１２歳        大会記録  2:04.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 川口ＳＣ 391 木島　由貴 ｷｼﾞﾏ ﾕｷ 小6
ｶﾜｸﾞﾁｽｲﾐ 388 秋葉　紗也 ｱｷﾊﾞ ｻﾔ 中1

390 田島　優希 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 小6
385 岩村　　佳 ｲﾜﾑﾗ ｹｲ 小6

3 イトマン昭島 1143 宮坂　　忍 ﾐﾔｻｶ ｼﾉﾌﾞ 中1
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 1149 小笠原理子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｺ 小6

1153 大矢　　唯 ｵｵﾔ ﾕｲ 小6
1147 山田　　楓 ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 小6

4 サギヌマＳＣ 1247 平手　美帆 ﾋﾗﾃ ﾐﾎ 中1
ｻｷﾞﾇﾏSC 1246 堤　　菜智 ﾂﾂﾐ ﾅﾁ 中1

1245 青木真亜弥 ｱｵｷ ﾏｱﾔ 中1
1244 根岸　真那 ﾈｷﾞｼ ﾏﾅ 小5

5 ＪＳＳ立石 892 板井　真夏 ｲﾀｲ ﾏﾅﾂ 小6
JSSﾀﾃｲｼ 888 小林　美樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 小6

889 小林　崚花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 中1
881 海老沼　忍 ｴﾋﾞﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 中1

6 三菱養和ＳＳ 977 黒澤　奏子 ｸﾛｻﾜ ｶﾅｺ 小6
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 978 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 中1

973 伊東真理絵 ｲﾄｳ ﾏﾘｴ 小6
974 井本　麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中1

7 コナミ大野城 2491 村上　陽香 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 小6
ｺﾅﾐｵｵﾉｼﾞ 2490 城戸なつみ ｷﾄﾞ ﾅﾂﾐ 中1

2488 荻本　祥子 ｵｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｺ 小6
2489 岩永　有加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｶ 小6

8 みかづきＳＳ 2428 山谷　沙紀 ﾔﾏﾔ ｻｷ 小6
ﾐｶﾂﾞｷSS 2429 中城　実弓 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐﾕ 中1

2431 津野　　萌 ﾂﾉ ﾓｴ 小6
2430 中川　靖菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾅ 小6
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第27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. 21 女子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:56.05
１１～１２歳        大会記録  2:04.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 755 榎本　梨沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 小6
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 756 熊崎　弥生 ｸﾏｻﾞｷ ﾔﾖｲ 中1

764 野村　朱里 ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 中1
760 大椛　詩織 ｵｵﾅｷﾞ ｼｵﾘ 中1

3 ル・佐倉 714 二宮　　聖 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｶﾗ 中1
ﾙﾈｻﾝｽｻｸﾗ 709 佐藤　優香 ｻﾄｳ ﾕｶ 中1

711 上代　杏奈 ｶｼﾞﾛ ｱﾝﾅ 中1
710 柴田　佳江 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｴ 小6

4 イ大教大宮東 458 小島　萌瑛 ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｴ 中1
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 452 磯谷あずさ ｲｿﾀﾆ ｱｽﾞｻ 中1

469 鈴木　聖未 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 小6
460 団　　裕菜 ﾀﾞﾝ ﾋﾛﾅ 小6

5 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1194 加藤　由衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 小6
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1209 仁科　友里 ﾆｼﾅ ﾕﾘ 小6

1193 加藤　麻衣 ｶﾄｳ ﾏｲ 小6
1190 押田　実菜 ｵｼﾀﾞ ﾐﾅ 小6

6 イトマン 1921 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 小6
ｲﾄﾏﾝ 1917 吉内絵理奈 ﾖｼｳﾁ ｴﾘﾅ 小6

1941 保坂　知世 ﾎｻｶ ﾁｾ 中1
1927 小林　　楓 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 中1

7 コナミ西葛西 966 田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ 小6
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 961 松竹　涼子 ﾏﾂﾀｹ ﾘｮｳｺ 小5

957 広瀬　杏子 ﾋﾛｾ ｷｮｳｺ 中1
967 田渕　花恵 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 小6

8 イトマン長命 108 松本百奈莉 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾅﾘ 小6
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 109 川村　レミ ｶﾜﾑﾗ ﾚﾐ 小6

105 菊池ありさ ｷｸﾁ ｱﾘｻ 小6
112 武藤　　彩 ﾑﾄｳ ｱﾔ 中1

9 イトマン函館 33 永田　友理 ﾅｶﾞﾀ ﾕﾘ 小5
ｲﾄﾏﾊｺﾀﾞﾃ 34 岡田明抄希 ｵｶﾀﾞ ｱｻｷ 小6

40 保志場　慶 ﾎｼﾊﾞ ｹｲ 中1
38 狩野　理紗 ｶﾘﾉ ﾘｻ 小5
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