
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.195 女子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:51.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3

4 Ｆ－ＢＩＧ 10096 森　　温美 ﾓﾘ ｱﾂﾐ 高1
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞ 283 鶴見安香音 ﾂﾙﾐ ｱｶﾈ 中1

10100 鈴木　翔子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 中3
10095 手塚　有香 ﾃﾂｶ ﾕｶ 高3

5 太成学院大高 10798 久保　玲菜 ｸﾎﾞ ﾚｲﾅ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 10799 吉川　元子 ﾖｼｶﾜ ﾓﾄｺ 高2

10795 山口　公子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾐｺ 高2
10791 佐藤　享子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 高2

6 市立尼崎高校 10868 塩谷　　萌 ｼｵﾔ ﾒｸﾞﾐ 高3
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 10873 上村　佳奈 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅ 高3

10869 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高2
10870 吉永　　華 ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾅ 高3

7 大阪成蹊女子 10781 山本みどり ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ 高3
ｵｵｻｶｾｲｹｲ 高校 10785 梅園　由貴 ｳﾒｿﾞﾉ ﾕｷ 高2

10782 柴谷　利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 高1
10784 斉藤　貴子 ｻｲﾄｳ ﾀｶｺ 高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.195 女子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:51.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 ｺﾅﾐ東加古川 10892 田中　優美 ﾀﾅｶ ﾕｳﾐ 中3
ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 中学 10893 林田　美穂 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐﾎ 中2

10889 鞍田　香奈 ｸﾗﾀ ｶﾅ 中3
10890 河本　　紬 ｺｳﾓﾄ ﾂﾑｷﾞ 中3

3 カワサキＳＣ 10532 宇野　春香 ｳﾉ ﾊﾙｶ 高1
ｶﾜｻｷSC 高校 10535 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 高3

10534 佐々木美緒 ｻｻｷ ﾐｵ 高2
10536 斉藤麻衣子 ｻｲﾄｳ ﾏｲｺ 高3

4 和歌山北高校 10946 若宮あゆみ ﾜｶﾐﾔ ｱﾕﾐ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 10941 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 高2

10944 山下　花織 ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾘ 高3
10945 山西亜衣子 ﾔﾏﾆｼ ｱｲｺ 高3

5 ウオタメイツ 10518 山根　美咲 ﾔﾏﾈ ﾐｻｷ 中3
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 10521 田所　　遥 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｶ 中2

10514 岡村　綾乃 ｵｶﾑﾗ ｱﾔﾉ 高2
10513 岡崎　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高1

6 アクラブ調布 839 澤田　絵美 ｻﾜﾀﾞ ｴﾐ 高1
ｱｸﾗﾌﾞﾁｮｳ 高校 836 秋元里江子 ｱｷﾓﾄ ﾘｴｺ 高3

838 渡辺　麻美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾐ 高1
837 重枝　伴那 ｼｹﾞｴﾀﾞ ﾊﾝﾅ 高1

7 愛知淑徳高 10685 落合　幾子 ｵﾁｱｲ ｲｸｺ 高3
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 10678 臼田奈奈恵 ｳｽﾀﾞ ﾅﾅｴ 高3

10681 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高1
10680 間瀬　礼奈 ﾏｾ ﾚｲﾅ 高3

8 イトマン東光 10203 上野山祐季 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳｷ 高2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｺｳ 高校 10204 中川佳緒理 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｵﾘ 高1

10202 菊地　真希 ｷｸﾁ ﾏｷ 高3
10205 中川裕理枝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘｴ 高3

9 ＮＩＳＰＯ 2110 幸内　美樹 ｺｳｳﾁ ﾐｷ 中2
NISPO 10885 近藤亜沙美 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻﾐ 高1

10888 藤井　三紗 ﾌｼﾞｲ ﾐｻ 高2
10887 上月　智尋 ｺｳﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ 高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.195 女子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:51.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 イトマン矢板 10108 庭野　実佳 ﾆﾜﾉ ﾐｶ 高1
ｲﾄﾏﾝﾔｲﾀ 10109 桜岡まりえ ｻｸﾗｵｶ ﾏﾘｴ 高2

306 秋元　彩香 ｱｷﾓﾄ ｻｲｶ 中1
10110 市川　綾花 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 高1

3 藤村ＳＳ 10381 三浦　　葵 ﾐｳﾗ ｱｵｲ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 10385 田中　菜美 ﾀﾅｶ ﾅﾐ 高3

10383 清水茉莉絵 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｴ 高3
10384 大久保真実 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3

4 群馬藤岡ＳＳ 10129 福田　智代 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ 中3
ﾌｼﾞｵｶ 中学 10125 赤井　美穂 ｱｶｲ ﾐﾎ 中2

10124 西川　　希 ﾆｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 中2
10128 萩原さより ﾊｷﾞ ｻﾖﾘ 中2

5 三菱養和ＳＳ 10399 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ 高1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 10397 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 中3

10400 白　　貴恵 ﾊｸ ｷｴ 中3
10396 会澤　美予 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾖ 高2

6 神鉄ＳＳ 10912 松本　光加 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂｶ 高2
ｼﾝﾃﾂSS 高校 10913 西田　早織 ﾆｼﾀﾞ ｻｵﾘ 高2

10914 中村　優子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 高2
10911 松村　栄子 ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｺ 高2

7 イトマン福島 10063 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高1
ｲﾄﾏﾝﾌｸｼﾏ 10064 栃窪　歩実 ﾄﾁｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 高2

10062 加藤　　和 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 中3
10061 安田　千晶 ﾔｽﾀﾞ ﾁｱｷ 高2

8 イ大教大宮東 10185 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高2
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 高校 10183 浅井　晴菜 ｱｻｲ ﾊﾙﾅ 高3

10182 沙魚川朋子 ﾊｾﾞｶﾜ ﾄﾓｺ 高1
10184 天宅　　愛 ｱﾏﾉﾔ ﾒｸﾞﾐ 高2

9 小松笑泳塾 10044 早坂　みく ﾊﾔｻｶ ﾐｸ 高1
ｺﾏﾂｼｮｳｴｲ 10046 峯岸　由貴 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｷ 高2

10045 東瀬由希菜 ﾄｳｾ ﾕｷﾅ 高1
10043 三浦　　悠 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 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.195 女子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:51.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1

2 京都外大西高 10770 村上　　舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 高1
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 10765 松島彩也香 ﾏﾂｼﾏ ｻﾔｶ 高2

10761 河合　綾子 ｶﾜｲ ｱﾔｺ 高3
10771 長谷川美幸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾕｷ 高3

3 AUS/NSW 5010 Williams.S Williams.S
AUS/NSW 5007 Morrison.K Morrison.K

5008 Oliver.K Oliver.K
5009 Pasieczny.S Pasieczny.S

4 稲毛インター 10258 島田　　恵 ｼﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高3
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 高校 10257 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 高3

10256 大野　　愛 ｵｵﾉ ｱｲ 高2
10252 賢木友理絵 ｻｶｷ ﾕﾘｴ 高2

5 金田ＳＣ 10336 ﾊｲﾝﾊﾞｯｸ絵里子 ﾊｲﾝﾊﾞｯｸ ｴﾘｺ 高3
ｶﾈﾀﾞSC 10330 星　亜有美 ﾎｼ ｱﾕﾐ 中3

10331 青木　美幸 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 高1
10339 吉村　裕美 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾐ 高3

6 フィッツＳＣ 10630 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 中3
ﾌｨｯﾂSC 10632 田中　沙姫 ﾀﾅｶ ｻｷ 高2

10626 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高1
10633 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ 高2

7 イトマン大宮 10173 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 中3
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 10176 中村　美穂 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 高3

415 大塚　亜優 ｵｵﾂｶ ｱﾕ 中1
10171 永井　美宇 ﾅｶﾞｲ ﾐｳ 中3

8 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 10474 恩田　一実 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 高1
ｾ･ﾌﾁｭｳ 高校 10476 広瀬　歩美 ﾋﾛｾ ｱﾕﾐ 高2

10477 大橋　　彩 ｵｵﾊｼ ｱﾔ 高1
10472 越野由美奈 ｺｼﾉ ﾕﾐﾅ 高2

9 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 10271 江口　茜音 ｴｸﾞﾁ ｱｶﾈ 高3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 高校 10277 大長　有紀 ﾀﾞｲﾁｮｳ ﾕｷ 高3

10272 高橋　諒帆 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ 高1
10269 花見　沙織 ﾊﾅﾐ ｻｵﾘ 高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.195 女子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:51.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1

2 横浜サクラ 10578 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 中2
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 10577 川本なつみ ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高2

10580 柏木　佳津 ｶｼﾜｷﾞ ｶﾂﾞ 小6
10579 内田　紗姫 ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 中2

3 東京ＳＣ 10365 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 高校 10367 赤上　　唯 ｱｶｶﾞﾐ ﾕｲ 高2

10366 秦　　仁美 ﾊﾀ ﾋﾄﾐ 高2
10363 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 高2

4 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 10423 吉田絵理菜 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘﾅ 高3
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 10426 和田なつき ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 中3

1046 冨樫　愛美 ﾄｶﾞｼ ｱｲﾐ 中2
10422 関口真美子 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾐｺ 中3

5 アクアマリン 10459 住吉ひかる ｽﾐﾖｼ ﾋｶﾙ 中3
ｱｸｱﾏﾘﾝ 10462 村上麻里也 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾘﾔ 高1

10457 井上　祐恵 ｲﾉｳｴ ｻﾁｴ 高2
10461 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 中3

6 フレンドＳＣ 10137 鈴木　茉莉 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 高3
ﾌﾚﾝﾄﾞSC 10136 柏原　裕希 ｶｼﾊﾗ ﾕｷ 高1

10134 根岸　千嘉 ﾈｷﾞｼ ﾁｶ 高2
10135 田沼　瞳子 ﾀﾇﾏ ﾄｳｺ 中3

7 イトマン 10822 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高1
ｲﾄﾏﾝ 高校 10813 溝口　　愛 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱｲ 高3

10809 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高1
10819 小林　悠媛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｴﾝ 高3

8 みかづきＳＳ 11008 矢野由希子 ﾔﾉ ﾕｷｺ 中1
ﾐｶﾂﾞｷSS 11002 佐々木り凡 ｻｻｷ ﾘﾎ 高2

2426 夏伐　里奈 ﾅﾂｷﾞﾘ ﾘﾅ 中3
11004 池尻　麻美 ｲｹｼﾞﾘ ｱｻﾐ 高1

9 埼玉栄 10158 川島　えり ｶﾜｼﾏ ｴﾘ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10153 吉田　沙記 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 高3

10163 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高1
10157 小森菜都美 ｺﾓﾘ ﾅﾂﾐ 高2
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