
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.139 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:57.62
１３～１４歳        大会記録  4:08.71

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 イトマン札幌 37 原田　鈴奈 ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲﾅ 中2
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 中学 43 小林亜里沙 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾘｻ 中1

51 國母　明李 ｺｸﾎﾞ ｱｶﾘ 中2
29 岩川紗知枝 ｲﾜｶﾜ ｻﾁｴ 中2

4 イトマン東京 1405 田中　美穂 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 中1
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 中学 1398 横山　由希 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 中2

1401 山崎　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 中1
1408 服部　るい ﾊｯﾄﾘ ﾙｲ 中1

5 鶴岡ＳＣ 241 佐竹　由誉 ｻﾀｹ ﾖｼｴ 中2
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 中学 242 佐藤　まや ｻﾄｳ ﾏﾔ 中1

239 剣持　紀子 ｹﾝﾓﾁ ﾉﾘｺ 中2
255 冨樫絵里香 ﾄｶﾞｼ ｴﾘｶ 中1

6

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＳＡ柏崎 2210 櫻井　真優 ｻｸﾗｲ ﾏﾕ 中2

SAｶｼﾜｻﾞｷ 中学 2205 猪俣明日香 ｲﾉﾏﾀ ｱｽｶ 中2
2206 田代保乃実 ﾀｼﾛ ﾎﾉﾐ 中2
2207 柳　　杏璃 ﾔﾅｷﾞ ｱﾝﾘ 中2

2 ミミＳＣ市原 1017 森田見梨子 ﾓﾘﾀ ﾐﾅｺ 中2
ﾐﾐSCｲﾁﾊﾗ 中学 1014 宮尾　真菜 ﾐﾔｵ ﾏﾅ 中2

1020 村上　優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 中2
1016 森田　理美 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾐ 中1

3 ＫＳＳ横須賀 1998 金子　　栞 ｶﾈｺ ｼｵﾘ 中1
KSSﾖｺｽｶ 中学 1999 持井　　望 ﾓﾁｲ ﾉｿﾞﾐ 中2

1997 遠藤　早紀 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ 中2
2001 石井千香子 ｲｼｲ ﾁｶｺ 中2

4 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1621 伊藤ひかり ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 中2
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 中学 1630 三川　彩綾 ﾐｶﾜ ｻｱﾔ 中1

1629 古田　菜倫 ﾌﾙﾀ ﾅﾂｸﾞ 中2
1638 小美濃千尋 ｵﾐﾉ ﾁﾋﾛ 中1

5 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2037 谷川　あさ ﾀﾆｶﾜ ｱｻ 中1
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 中学 2036 泉水　春香 ｾﾝｽｲ ﾊﾙｶ 中1

2027 岡田　　愛 ｵｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 中2
2029 笠原　明香 ｶｻﾊﾗ ﾊﾙｶ 中2

6 イ大教大宮東 656 小島　萌瑛 ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｴ 中1
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 中学 650 磯谷あずさ ｲｿﾀﾆ ｱｽﾞｻ 中1

646 土橋　知佳 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾁｶ 中2
659 堀部　　萌 ﾎﾘﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 中1

7 イトマン川崎 1900 飯高　成美 ｲｲﾀｶ ﾅﾙﾐ 中2
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 中学 1887 出内　悠紀 ﾃﾞｳﾁ ﾕｷ 中2

1893 大隅奈津子 ｵｵｽﾐ ﾅﾂｺ 中2
1898 島田安矢香 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 中1

8 コナミ天王町 1733 川田　恵李 ｶﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾘ 中2
ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ 中学 1731 錦織　美香 ﾆｼｺﾞｵﾘ ﾐｶ 中2

1730 岡本　椎奈 ｵｶﾓﾄ ｼｲﾅ 中2
1737 木ノ原　恵 ｷﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 中1

Page: 2/4 Printing: 2005/03/30 16:15:04

神奈川

加　盟

東  京

神奈川

埼  玉

神奈川

新  潟

千　葉

神奈川



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.139 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:57.62
１３～１４歳        大会記録  4:08.71

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 金町ＳＣ 1186 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中1

ｶﾅﾏﾁSC 中学 1180 小尻知佳子 ｺｼﾞﾘ ﾁｶｺ 中1
1177 今井　有妃 ｲﾏｲ ﾕｷ 中1
1184 石井　結花 ｲｼｲ ﾕｶ 中2

2 フィッツＳＣ 2140 一之瀬　栞 ｲﾁﾉｾ ｼｵﾘ 中1
ﾌｨｯﾂSC 中学 2159 渡邊由里奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘﾅ 中2

2141 一之瀬美樹 ｲﾁﾉｾ ﾐｷ 中2
2161 尾澤ひかる ｵｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 中2

3 アクアマリン 1559 五十嵐　愛 ｲｶﾞﾗｼ ｱｲ 中1
ｱｸｱﾏﾘﾝ 中学 1563 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 中2

1555 吉田　育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 中2
1561 竹島　愛美 ﾀｹｼﾏ ｱﾐ 中1

4 イトマン 2685 正田千登勢 ｼｮｳﾀﾞ ﾁﾄｾ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2696 福田　愛美 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中1

2698 保坂　知世 ﾎｻｶ ﾁｾ 中1
2695 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ 中2

5 稲毛インター 987 川島　優花 ｶﾜｼﾏ ﾕｶ 中2
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 990 飯田久美子 ｲｲﾀﾞ ｸﾐｺ 中1

982 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中1
986 西田　沙月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂﾞｷ 中1

6 かしまＡＺ 1598 今成　良美 ｲﾏﾅﾘ ﾖｼﾐ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1589 岩谷みづき ｲﾜﾔ ﾐﾂﾞｷ 中2

1612 豊岡　桜子 ﾄﾖｵｶ ｻｸﾗｺ 中2
1592 桑原　静香 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｽﾞｶ 中1

7 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1661 大橋　　舞 ｵｵﾊｼ ﾏｲ 中2
ｾ･ﾌﾁｭｳ 中学 1660 斉藤　美雪 ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ 中1

1659 山﨑　理恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｴ 中2
1663 田口　由夏 ﾀｸﾞﾁ ﾕｶ 中2

8 東京ＤＣ 1286 見上しおり ﾐｶﾐ ｼｵﾘ 中2
ﾄｳｷｮｳDC 中学 1287 佐藤　亜美 ｻﾄｳ ｱﾐ 中1

1283 永井　尚美 ﾅｶﾞｲ ﾅｵﾐ 中2
1291 仁科　　幸 ﾆｼﾅ ﾐﾕｷ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ＪＳＳ八王子 1583 山咲　佑奈 ﾔﾏｻｸ ﾕｳﾅ 中2

JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1586 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 中1
1581 坂戸　里実 ｻｶﾄ ｻﾄﾐ 中1
1579 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中1

2 世田谷ＳＳ 1526 木下　綾乃 ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾉ 中2
ｾﾀｶﾞﾔSS 中学 1523 藤本　紗綾 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔ 中2

1525 平山　葉子 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｳｺ 中1
1516 阿久津江梨子 ｱｸﾂ ｴﾘｺ 中1

3 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1077 野村　朱里 ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 中1
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 中学 1061 越山あゆ美 ｺｼﾔﾏ ｱﾕﾐ 中2

1067 熊崎　弥生 ｸﾏｻﾞｷ ﾔﾖｲ 中1
1070 大椛　詩織 ｵｵﾅｷﾞ ｼｵﾘ 中1

4 イトマン東海 2359 鈴川　麻美 ｽｽﾞｶﾜ ｱｻﾐ 中2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 中学 2357 野村　佳代 ﾉﾑﾗ ｶﾖ 中1

2354 大井　菜美 ｵｵｲ ﾅﾐ 中2
2348 沖田　千波 ｵｷﾀ ﾁﾅﾐ 中2

5 御幸ヶ原ＳＳ 439 中澤　理沙 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｻ 中1
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 中学 426 三重野有貴 ﾐｴﾉ ﾕｷ 中1

425 金子　友香 ｶﾈｺ ﾕｶ 中1
427 三田寺菜摘 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾅﾂﾐ 中1

6 東京ＳＣ 1270 矢ケ崎萌美 ﾔｶﾞｻｷ ﾓｴﾐ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1262 大島　　京 ｵｵｼﾏ ﾐﾔｺ 中2

1251 高橋　彩可 ﾀｶﾊｼ ｻｲｶ 中2
1265 中村　咲子 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ 中2

7 イトマン北本 627 長島　美穂 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾎ 中1
ｲﾄﾏﾝｷﾀﾓﾄ 中学 617 吉田　沙織 ﾖｼﾀﾞ ｻｵﾘ 中1

615 岩井　早苗 ｲﾜｲ ｻﾅｴ 中2
618 金綱　和子 ｶﾈﾂﾅ ｶｽﾞｺ 中2

8 枚方ＳＳ 2798 岡田　智香 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2808 善才　　桜 ｾﾞﾝｻｲ ｻｸﾗ 中1

2799 橋本　歩美 ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 中1
2803 山田　明美 ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 中1

Page: 4/4 Printing: 2005/03/30 16:15:11

東  京

埼  玉

大  阪

加　盟

東  京

千　葉

愛  知

栃  木

東  京


