
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.193 女子    400m   リレー   予選   2組 日本記録  3:42.23
１３～１４歳        大会記録  3:56.17

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 イトマン福岡 2447 松本　千鶴 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ 中2
ｲﾄﾏﾝﾌｸｵｶ 中学 2445 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ 中2

2454 川尾有莉沙 ｶﾜｵ ｱﾘｻ 中2
2458 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 中2

3 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1205 小美濃千尋 ｵﾐﾉ ﾁﾋﾛ 中1
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 中学 1189 伊藤ひかり ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 中2

1200 山本　夏生 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 中2
1195 関　　優花 ｾｷ ﾕｶ 中2

4 三菱養和ＳＳ 976 高橋　　彩 ﾀｶﾊｼ ｱﾔ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 979 深井　瑛美 ﾌｶｲ ｴｲﾐ 中2

984 野村くるみ ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ 中1
975 高久　　彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 中1

5 イトマン昭島 1146 三輪　愛実 ﾐﾜ ﾏﾅﾐ 中3
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 中学 1142 鎌田　香織 ｶﾏﾀ ｶｵﾘ 中2

1154 大矢　　遥 ｵｵﾔ ﾊﾙｶ 中2
1144 高瀬佳央里 ﾀｶｾ ｶｵﾘ 中2

6 東坂戸ＳＳ 447 本田　彩香 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 中3
ﾋｶﾞｼｻｶﾄﾞ 中学 446 板山　彩耶 ｲﾀﾔﾏ ｻﾔ 中2

444 高橋　郁美 ﾀｶﾊｼ ｲｸﾐ 中3
445 上石　　瞳 ｶﾐｲｼ ﾋﾄﾐ 中3

7 イトマン 1937 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 1920 吾郷　　渚 ｱｺﾞｳ ﾅｷﾞｻ 中3

1929 上田久美子 ｳｴﾀﾞ ｸﾐｺ 中2
1925 山下　笑梨 ﾔﾏｼﾀ ｴﾐﾘ 中2

8 草加ＳＳ 476 鯨井　美樹 ｸｼﾞﾗｲ ﾐｷ 中3
SOHKA.SS 中学 479 星　奈津美 ﾎｼ ﾅﾂﾐ 中2

475 荻野　翔子 ｵｷﾞﾉ ｼｮｳｺ 中2
477 深沢早知子 ﾌｶｻﾞﾜ ｻﾁｺ 中2

9 イトマン館林 347 諸貫　　彩 ﾓﾛﾇｷ ｱﾔ 中2
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 中学 341 北田　真菜 ｷﾀﾀﾞ ﾏﾅ 中2

345 坂上　　梢 ｻｶｳｴ ｺｽﾞｴ 中3
355 長谷川聡美 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄﾐ 中2
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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.193 女子    400m   リレー   予選   2組 日本記録  3:42.23
１３～１４歳        大会記録  3:56.17

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1224 大橋　　舞 ｵｵﾊｼ ﾏｲ 中2
ｾ･ﾌﾁｭｳ 中学 1220 広瀬　愛美 ﾋﾛｾ ﾏﾅﾐ 中2

1223 斉藤　美雪 ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ 中1
1225 田口　由夏 ﾀｸﾞﾁ ﾕｶ 中2

3 甲府ＳＳ 1563 須藤あゆ美 ｽﾄﾞｳ ｱﾕﾐ 中2
ｺｳﾌSS 中学 1560 秋山　夏希 ｱｷﾔﾏ ﾅﾂｷ 中1

1558 高瀬　悠美 ﾀｶｾ ﾕﾐ 中2
1561 秋山　侑紀 ｱｷﾔﾏ ﾕｷ 中2

4 東京ＳＣ 917 中村　咲子 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 923 矢ケ崎萌美 ﾔｶﾞｻｷ ﾓｴﾐ 中2

924 林　　真弓 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ 中1
914 大島　　京 ｵｵｼﾏ ﾐﾔｺ 中2

5 アクアマリン 1139 庄司万侑子 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾕｺ 中3
ｱｸｱﾏﾘﾝ 中学 1136 亀田　　萌 ｶﾒﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ 中3

1137 吉田　育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 中2
1135 加藤　亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 中3

6 枚方ＳＳ 2030 善才　　桜 ｾﾞﾝｻｲ ｻｸﾗ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2036 福村　友恵 ﾌｸﾑﾗ ﾄﾓｴ 中3

2033 田島由里絵 ﾀｼﾞﾏ ﾕﾘｴ 中3
2026 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 中3

7 稲毛インター 694 森田　麻美 ﾓﾘﾀ ｱｻﾐ 中3
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 696 川島　優花 ｶﾜｼﾏ ﾕｶ 中2

689 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 中3
693 篠岡　桂子 ｼﾉｵｶ ｹｲｺ 中3

8 瀬戸内屋島 2384 齋藤　理子 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 中2
ｾﾄｳﾁﾔｼﾏ 中学 2383 木村阿矢加 ｷﾑﾗ ｱﾔｶ 中2

2379 岩佐　琴恵 ｲﾜｻ ｺﾄｴ 中3
2381 山下　かえ ﾔﾏｼﾀ ｶｴ 中2

9 ＮＩＳＰＯ 2112 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 中3
NISPO 中学 2115 藤嶋　冬美 ﾌｼﾞｼﾏ ﾌﾕﾐ 中2

2110 幸内　美樹 ｺｳｳﾁ ﾐｷ 中2
2109 空久保絵美 ｿﾗｸﾎﾞ ｴﾐ 中1
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