
第27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     
                                                  
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   4組 日本記録  1:43.80
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 イトマン 2678 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 小6

ｲﾄﾏﾝ 学童 2690 堤　裕加利 ﾂﾂﾐ ﾕｶﾘ 小6
2689 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 小6
2693 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 小6

2 豊田ＳＳ 2385 宇野つぐみ ｳﾉ ﾂｸﾞﾐ 小6
ﾄﾖﾀSS 学童 2391 島村　　楓 ｼﾏﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 小5

2394 平松　千明 ﾋﾗﾏﾂ ﾁｱｷ 小5
2392 八代　瑞紀 ﾔﾂﾋﾛ ﾐｽﾞｷ 小5

3 コナミ大野城 3377 岩永　有加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｶ 小6
ｺﾅﾐｵｵﾉｼ 学童 3380 中野　夕奈 ﾅｶﾉ ﾕｳﾅ 小6

3376 荻本　祥子 ｵｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｺ 小6
3378 村上　陽香 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 小6

4 アーデル 969 相原　万里 ｱｲﾊﾗ ﾏﾘ 小6
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 972 林　奈央子 ﾊﾔｼ ﾅｵｺ 小6

970 大塚　菜々 ｵｵﾂｶ ﾅﾅ 小5
971 田沼　実緒 ﾀﾇﾏ ﾐｵ 小6

5 イトマン館林 514 内田　有紀 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷ 小6
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 512 田部井優穂 ﾀﾍﾞｲ ﾕﾎ 小6

498 家冨　真由 ｲｴﾄﾐ ﾏﾕ 小5
505 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 小6

6 かしまＡＺ 1602 坂本　朋美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 小6
ｶｼﾏAZ 学童 1595 香山　真琴 ｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 小5

1607 仙北　　早 ｾﾝﾎﾞｸ ﾊﾔ 小6
1609 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 小6

7 成増ロンド 1547 清水　　香 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 小6
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 学童 1551 尾上　遥奈 ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 小6

1545 高柴　瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞ ﾙｲ 小5
1550 島田　菜摘 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ 小5
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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春季水泳競技大会     
                                                  
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   4組 日本記録  1:43.80
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 みかづきＳＳ 3298 中川　靖菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾅ 小6

ﾐｶﾂﾞｷSS 学童 3302 博田　れな ﾊｶﾀ ﾚﾅ 小6
3300 中平　早紀 ﾅｶﾋﾗ ｻｷ 小6
3296 山谷　沙紀 ﾔﾏﾔ ｻｷ 小6

2 世田谷ＳＳ 1524 鴇田　紗彩 ﾄｷﾀ ｻｱﾔ 小6
ｾﾀｶﾞﾔSS 学童 1517 稲益麻亜子 ｲﾅﾏｽ ﾏｱｺ 小6

1521 石川　優莉 ｲｼｶﾜ ﾕﾘ 小5
1519 岡本　明莉 ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 小5

3 イ大教二本松 300 菅野　史恵 ｶﾝﾉ ﾌﾐｴ 小6
ｲﾄﾏﾝﾆﾎﾝﾏ 学童 295 伊藤可奈子 ｲﾄｳ ｶﾅｺ 小5

296 佐藤　礼菜 ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 小6
301 服部穂菜美 ﾊｯﾄﾘ ﾎﾅﾐ 小6

4 三菱養和ＳＳ 1351 大高　真央 ｵｵﾀｶ ﾏｵ 小6
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1343 黒澤　奏子 ｸﾛｻﾜ ｶﾅｺ 小6

1350 川辺　　晃 ｶﾜﾍﾞ ﾋｶﾙ 小5
1348 深沢　杏菜 ﾌｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 小6

5 あかやまＳＳ 340 篠村美優輝 ｼﾉﾑﾗ ﾐﾕｷ 小6
ｱｶﾔﾏ 341 小野澤　遥 ｵﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中1

339 高田　愛美 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾅﾐ 小6
336 岡安　紗妃 ｵｶﾔｽ ｻｷ 小6

6 名鉄ＳＳ刈谷 2428 加藤　優里 ｶﾄｳ ﾕﾘ 小6
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 2431 宮野　寿和 ﾐﾔﾉ ｺﾄﾜ 小6

2425 谷澤　香苗 ﾀﾆｻﾞﾜ ｶﾅｴ 小6
2422 倉松　真子 ｸﾗﾏﾂ ﾏｺ 中1

7 コナミ東加古 2914 笘井　柚伽 ﾄﾏｲ ﾕｶ 小6
ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 学童 2912 平井　由起 ﾋﾗｲ ﾕｷ 小6

2911 直井　杏奈 ﾅｵｲ ｱﾝﾅ 小5
2909 井上　優芽 ｲﾉｳｴ ﾕﾒ 小5

8 ＡＴＳＣ 2069 野本　海夏 ﾉﾓﾄ ﾐｶ 小6
ATSC 学童 2059 水迫　彩夏 ﾐｽﾞｻｺ ｱﾔｶ 小6

2053 乙藤　　泉 ｵﾄﾌｼﾞ ｲｽﾞﾐ 小6
2066 平尾　奈央 ﾋﾗｵ ﾅｵ 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春季水泳競技大会     
                                                  
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   4組 日本記録  1:43.80
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 ジャパン丸亀 3214 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 小6

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 学童 3221 濱口　裕香 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 小6
3215 今崎友里江 ｲﾏｻﾞｷ ﾕﾘｴ 小5
3212 安岐英里子 ｱｷ ｴﾘｺ 小6

2 後楽園調布 1477 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 小5
ｺｳﾗｸｴﾝSS 学童 1489 鈴木　彩香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 小5

1475 遠山　美穂 ﾄｵﾔﾏ ﾐﾎ 小5
1476 桑田　　冴 ｸﾜﾀ ｻｴ 小6

3 甲府ＳＳ 2125 辻　　彩加 ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 小6
ｺｳﾌSS 学童 2109 岩崎　　愛 ｲﾜｻｷ ｱｲ 小6

2108 岡本　茉莉 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘ 小6
2116 山本　真子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 小6

4 アクアマリン 1560 森　ひかり ﾓﾘ ﾋｶﾘ 小6
ｱｸｱﾏﾘﾝ 学童 1556 弓長　文南 ﾕﾐﾅｶﾞ ﾌﾐﾅ 小6

1558 元藤　春奈 ｹﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 小6
1557 兼田　雅美 ｶﾈﾀ ﾏｻﾐ 小5

5 ＪＳＳ長岡 2192 綿貫めぐみ ﾜﾀﾇｷ ﾒｸﾞﾐ 小6
JSSﾅｶﾞｵｶ 学童 2186 間野　瑠理 ﾏﾉ ﾙﾘ 小6

2187 玉井恵理子 ﾀﾏｲ ｴﾘｺ 小6
2190 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 小5

6 イトマン前橋 548 狩野　　葵 ｶﾉｳ ｱｵｲ 小6
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 学童 551 小野里　彩 ｵﾉｻﾞﾄ ｱﾔ 小6

547 山室摩奈実 ﾔﾏﾑﾛ ﾏﾅﾐ 小5
550 小板橋鞠佳 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾘｶ 小6

7 セキタＳＣ 1989 乙幡あずさ ｵﾂﾊﾀ ｱｽﾞｻ 小6
ｾｷﾀSC 学童 1992 根本　紗良 ﾈﾓﾄ ｻﾗ 小5

1994 西島　朋子 ﾆｼｼﾞﾏ ﾄﾓｺ 小6
1991 橋田奈津美 ﾊｼﾀﾞ ﾅﾂﾐ 小5

8 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1641 仁科　友里 ﾆｼﾅ ﾕﾘ 小6
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1620 安永　　愛 ﾔｽﾅｶﾞ ｱｲ 小6

1622 押田　実菜 ｵｼﾀﾞ ﾐﾅ 小6
1626 加藤　由衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 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春季水泳競技大会     
                                                  
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   4組 日本記録  1:43.80
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 東京ＳＣ 1260 村田　裕奈 ﾑﾗﾀ ﾕﾅ 小6

ﾄｳｷｮｳSC 学童 1249 宮下　祥子 ﾐﾔｼﾀ ｻﾁｺ 小5
1248 逆井　　結 ｻｶｻｲ ﾕｲ 小6
1243 永井　　舞 ﾅｶﾞｲ ﾏｲ 小6

2 フィッツＳＣ 2139 井上　紗耶 ｲﾉｳｴ ｻﾔ 小6
ﾌｨｯﾂSC 学童 2151 千野早也香 ﾁﾉ ｻﾔｶ 小6

2152 前原　那波 ﾏｴﾊﾗ ﾅﾅﾐ 小5
2163 堀内　菜未 ﾎﾘｳﾁ ﾅﾐ 小5

3 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1066 岩城　美良 ｲﾜｼﾛ ﾐﾗ 小6
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 1063 榎本　梨沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 小6

1078 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 小5
1074 徳島　　栞 ﾄｸｼﾏ ｼｵﾘ 小6

4 コナミ西葛西 1330 田渕　花恵 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 小6
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1329 田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ 小6

1331 富田　智恵 ﾄﾐﾀﾞ ﾁｴ 小6
1323 杉山　晴菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 小6

5 イトマン札幌 42 小原　瞳美 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ 小6
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 学童 33 吉田ちひろ ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 小5

50 木村あいり ｷﾑﾗ ｱｲﾘ 小5
44 松浦　有記 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷ 小6

6 メディカル 1096 瀧上　真世 ﾀｷｼﾞｮｳ ﾏﾖ 小6
ﾒﾃﾞｨｶﾙ 学童 1094 松丸　美穂 ﾏﾂﾏﾙ ﾐﾎ 小6

1095 植草　梨緒 ｳｴｸｻ ﾘｵ 小6
1097 中村　優希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 小6

7 ﾖｺﾊﾏSC左近山 1961 佐藤　千愛 ｻﾄｳ ﾕｷｴ 小6
ﾖｺﾊﾏSCｻｺ 学童 1958 菊地　真帆 ｷｸﾁ ﾏﾎ 小6

1965 大谷　彩香 ｵｵﾀﾆ ｻﾔｶ 小5
1966 米木　美穂 ﾖﾈｷ ﾐﾎ 小6

8 ウオタメイツ 1715 江畑　　光 ｴﾊﾞﾀ ﾋｶﾙ 小6
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 学童 1713 関根　理沙 ｾｷﾈ ﾘｻ 小5

1727 雨宮沙也佳 ｱﾏﾐﾔ ｻﾔｶ 小6
1720 植村　友香 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓｶ 小6
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