
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.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 京都外大西高 11131 増山　綾花 ﾏｽﾔﾏ ｱﾔｶ 高2
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 11125 隅田　早弥 ｽﾐﾀﾞ ｻﾔ 高2

11128 松島彩也香 ﾏﾂｼﾏ ｻﾔｶ 高2
11132 村上　　舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 高1

4 和歌山北高校 11364 有本麻衣那 ｱﾘﾓﾄ ﾏｲﾅ 高1
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11359 若宮あゆみ ﾜｶﾐﾔ ｱﾕﾐ 高2

11354 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 高2
11357 山下　花織 ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾘ 高3

5 愛知淑徳高 10998 鈴木　裕奈 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 高2
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 10994 早瀬実可子 ﾊﾔｾ ﾐｶｺ 高1

10993 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高1
10992 沖田　美波 ｵｷﾀ ﾐﾅﾐ 高2

6

7

8
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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.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 群馬渋川ＳＳ 10215 佐藤　理子 ｻﾄｳ ﾘｺ 中2

ｸﾞﾝｼﾌﾞSS 10217 木暮あゆ美 ｷｸﾞﾚ ｱﾕﾐ 中3
10216 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 高3
10214 宮本　愛里 ﾐﾔﾓﾄ ｱｲﾘ 中3

2 秋田ＡＣ 10072 久保木　怜 ｸﾎﾞｷ ﾚｲ 中2
ｱｷﾀAC 10074 小林明日香 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 小6

10075 田中菜摘子 ﾀﾅｶ ﾅﾂｺ 高1
10073 佐々木祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 高3

3 ウオタメイツ 10753 岡崎　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高1
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 10758 深瀬美沙子 ﾌｶｾ ﾐｻｺ 中3

10759 田所　　遥 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｶ 中2
10755 山根　美咲 ﾔﾏﾈ ﾐｻｷ 中3

4 イトマン宮森 10014 永井　　翠 ﾅｶﾞｲ ﾐﾄﾞﾘ 高2
ｲﾄﾏﾝﾐﾔﾓﾘ 10016 種田　　恵 ﾀﾈﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高3

10017 水谷　星来 ﾐｽﾞﾀﾆ ｾｲﾅ 高2
10015 菊地　菜摘 ｷｸﾁ ﾅﾂﾐ 中2

5 オリエントＳ 11045 金山あゆみ ｶﾅﾔﾏ ｱﾕﾐ 中3
ｵﾘｴﾝﾄSC 11047 木村　奈菜 ｷﾑﾗ ﾅﾅ 高1

11044 井ノ下亜美 ｲﾉｼﾀ ｱﾐ 高1
11046 西内　沙織 ﾆｼｳﾁ ｻｵﾘ 高1

6 秋田ＡＣ湯沢 10095 谷口　瑞穂 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 高1
AACﾕｻﾞﾜ 高校 10096 土田　千諭 ﾂﾁﾀﾞ ﾁｻﾄ 高2

10098 鈴木　弥代 ｽｽﾞｷ ﾐﾖ 高2
10093 高橋絵利奈 ﾀｶﾊｼ ｴﾘﾅ 高2

7 イトマン矢板 10193 市川　綾花 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 高1
ｲﾄﾏﾝﾔｲﾀ 10197 中尾明日香 ﾅｶｵ ｱｽｶ 中3

10195 滝沢　　薫 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｵﾙ 中3
10192 桜岡まりえ ｻｸﾗｵｶ ﾏﾘｴ 高2

8
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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.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 横浜サクラ 10816 柏木　佳津 ｶｼﾜｷﾞ ｶﾂﾞ 小6

ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 10813 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 中2
10815 内田　紗姫 ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 中2
10812 川本なつみ ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高2

2 ル・土気 10394 塙　紗佑里 ﾊﾅﾜ ｻﾕﾘ 中1
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 10392 若松　芽依 ﾜｶﾏﾂ ﾒｲ 中1

10391 山田　由佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 高3
10393 土田湖都子 ﾂﾁﾀﾞ ｺﾄｺ 高1

3 Ｓアカデミ－ 10785 荒生麻夕美 ｱﾗｵ ｱﾕﾐ 高2
Sｱｶﾃﾞﾐｰ 10789 石原　優紀 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 中3

10784 海口　綾乃 ｶｲｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 高1
10790 田中　美鈴 ﾀﾅｶ ﾐｽｽﾞ 中3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 10613 薄井亜也香 ｳｽｲ ｱﾔｶ 高1
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 高校 10612 川田　夏海 ｶﾜﾀ ﾅﾂﾐ 高1

10609 椛田　弥生 ｶﾊﾞﾀ ﾔﾖｲ 高3
10611 吉田絵理菜 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘﾅ 高3

5 山形ＤＣ 10114 高橋　理紗 ﾀｶﾊｼ ﾘｻ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀDC 高校 10117 夛田　玲子 ﾀﾀﾞ ﾚｲｺ 高2

10115 庄司ひかり ｼｮｳｼﾞ ﾋｶﾘ 高2
10116 植松知奈津 ｳｴﾏﾂ ﾁﾅﾂ 高2

6 レイＳＣ岡山 11403 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 高2
ﾚｲSCｵｶﾔﾏ 11400 渡辺　純奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 中2

11399 森　絵理香 ﾓﾘ ｴﾘｶ 中2
11404 矢部夕里永 ﾔﾍﾞ ﾕﾘｴ 高2

7 イトマンレオ 10781 佐々木　瞳 ｻｻｷ ﾋﾄﾐ 高1
ｲﾄﾏﾝﾚｵ 10778 関原　康代 ｾｷﾊﾗ ﾔｽﾖ 高2

10782 池田　実可 ｲｹﾀﾞ ﾐｶ 高1
10777 榎戸　梨子 ｴﾉｷﾄﾞ ﾘｺ 小6

8 佐賀商業高校 11539 前田　真菜 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ 高2
ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 11540 中原めぐみ ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 高1

11536 山本　鹿代 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖ 高2
11537 手島　亜弓 ﾃｼﾏ ｱﾕﾐ 高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.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 市立尼崎高校 11274 市場　　愛 ｲﾁﾊﾞ ｱｲ 高1

ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 11273 細貝　早希 ﾎｿｶﾞｲ ｻｷ 高1
11272 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高2
11276 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高1

2 ＮＩＳＰＯ 11294 永井友梨絵 ﾅｶﾞｲ ﾕﾘｴ 中3
NISPO 11298 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 中3

11296 幸内　綾香 ｺｳｳﾁ ｱﾔｶ 高2
11297 上月　智尋 ｺｳﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ 高2

3 アクアマリン 10657 樋熊　彩美 ﾋｸﾞﾏ ｱﾔﾐ 高1
ｱｸｱﾏﾘﾝ 高校 10655 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高1

10658 平山なつ美 ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂﾐ 高2
10656 村上麻里也 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾘﾔ 高2

4 イトマン奈良 棄権
ｲﾄﾏﾝﾅﾗ

5 ジェル水戸 10146 小山　翔子 ｺﾔﾏ ｼｮｳｺ 中2
ｼﾞｪﾙｽｲﾐﾝ 10145 関本　望美 ｾｷﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 高3

10147 青柳　千明 ｱｵﾔｷﾞ ﾁｱｷ 高3
10148 飯田　夏実 ｲｲﾀﾞ ﾅﾂﾐ 中2

6 桐蔭学園高 10716 天野　美沙 ｱﾏﾉ ﾐｻ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 10724 秋和かおり ｱｷﾜ ｶｵﾘ 高3

10725 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高1
10718 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 高2

7 日大藤沢 10703 伊与部陽香 ｲﾖﾍﾞ ﾊﾙｶ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 10712 仲倉理亜子 ﾅｶｸﾗ ﾘｱｺ 高1

10713 柏木　優子 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｺ 高2
10706 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 高3

8 ｲﾄﾏﾝ東伏見 10479 伊藤　　咲 ｲﾄｳ ｻｷ 中3
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 10484 中嶋　優帆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾎ 中1

10480 原　さやか ﾊﾗ ｻﾔｶ 高2
10482 大日方春菜 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙﾅ 高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.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 東京ＳＣ 10527 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 高2

ﾄｳｷｮｳSC 高校 10525 宮崎伶以奈 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 高3
10536 武藤　　愛 ﾑﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 高1
10530 赤上　　唯 ｱｶｶﾞﾐ ﾕｲ 高2

2 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 10418 国原　典子 ｸﾆﾊﾗ ﾉﾘｺ 中3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 10419 佐藤　茉奈 ｻﾄｳ ﾏﾅ 高1

10415 海野真理奈 ｳﾐﾉ ﾏﾘﾅ 高1
10417 高橋　諒帆 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ 高1

3 枚方ＳＳ 11242 田淵　まや ﾀﾌﾞﾁ ﾏﾔ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 11240 川上　紗季 ｶﾜｶﾐ ｻｷ 中3

11239 佐々木　恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 高3
11238 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 中3

4 東邦高 11015 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高1
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 11013 久保田晴奈 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高3

11014 福岡もえみ ﾌｸｵｶ ﾓｴﾐ 高1
11012 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高1

5 みかづきＳＳ 11466 池尻　麻美 ｲｹｼﾞﾘ ｱｻﾐ 高1
ﾐｶﾂﾞｷSS 11465 須内　陽子 ｽﾉｳﾁ ﾖｳｺ 高3

11462 佐々木り凡 ｻｻｷ ﾘﾎ 高2
11461 夏伐　里奈 ﾅﾂｷﾞﾘ ﾘﾅ 中3

6 イ大教大宮東 10279 沙魚川朋子 ﾊｾﾞｶﾜ ﾄﾓｺ 高1
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 10282 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高2

10280 浅井　晴菜 ｱｻｲ ﾊﾙﾅ 高3
10283 鈴木　聖未 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 小6

7 ミミＳＣ市原 10407 坂口　由恵 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼｴ 高1
ﾐﾐSCｲﾁﾊﾗ 10410 藤野　未来 ﾌｼﾞﾉ ﾐｸ 中3

10406 吉田　理紗 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 中3
10408 森田　麻美 ﾓﾘﾀ ｱｻﾐ 中3

8 上越正和ＳＳ 10908 服部　千尋 ﾊｯﾄﾘ ﾁﾋﾛ 高2
ｼﾞｮｳｴﾂｾｲ 10906 小林　織恵 ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾘｴ 高2

10907 田代和歌子 ﾀｼﾛ ﾜｶｺ 高1
10905 山川　千夏 ﾔﾏｶﾜ ﾁﾅﾂ 中3
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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.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 イトマン守口 11222 加藤　星美 ｶﾄｳ ﾎｼﾐ 中3

ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 11223 久保田有貴 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 中3
11225 斉藤　貴子 ｻｲﾄｳ ﾀｶｺ 高2
11226 片山　美穂 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾎ 高1

2 横河ＳＣ 10589 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高1
ﾖｺｶﾞﾜSC 10590 相原　佳菜 ｱｲﾊﾗ ｶﾅ 高3

10591 竹内　愛美 ﾀｹｳﾁ ﾏﾅﾐ 高2
10587 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 中2

3 ＪＳＳ長岡 10894 横山　智恵 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｴ 高2
JSSﾅｶﾞｵｶ 高校 10895 刈田　智佳 ｶﾘﾀ ﾄﾓｶ 高2

10904 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 高3
10897 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 高2

4 イトマン 11209 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 中3
ｲﾄﾏﾝ 11197 橋本　千佳 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 中3

11194 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高1
11203 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 中3

5 稲毛インター 10382 篠岡　桂子 ｼﾉｵｶ ｹｲｺ 中3
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 10387 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 高3

10385 大野　　愛 ｵｵﾉ ｱｲ 高2
10388 島田　　恵 ｼﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高3

6 Ｆ－ＢＩＧ 10179 手塚　有香 ﾃﾂｶ ﾕｶ 高3
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞ 10183 田山　光桃 ﾀﾔﾏ ﾐﾓﾓ 中3

10181 清水　理恵 ｼﾐｽﾞ ﾘｴ 高2
10182 鶴見安香音 ﾂﾙﾐ ｱｶﾈ 中1

7 イトマン真美 11349 森嶋　久実 ﾓﾘｼﾏ ｸﾐ 中2
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 11350 中道　志帆 ﾅｶﾐﾁ ｼﾎ 中3

11351 福本　　彩 ﾌｸﾓﾄ ｱﾔ 高1
11348 奥田麻里奈 ｵｸﾀﾞ ﾏﾘﾅ 中3

8 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 10670 大橋　　彩 ｵｵﾊｼ ｱﾔ 高1
ｾ･ﾌﾁｭｳ 高校 10669 広瀬　歩美 ﾋﾛｾ ｱﾕﾐ 高2

10666 塩島恵理奈 ｼｵｼﾞﾏ ｴﾘﾅ 高3
10667 恩田　一実 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 高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.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 藤村ＳＳ 10560 大久保真実 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3

ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 10558 山崎　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高1
10561 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 高2
10559 清水茉莉絵 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｴ 高3

2 西城陽高校 11137 羽生　　薫 ﾊﾆｭｳ ｶｵﾙ 高1
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳｺｳ 高校 11140 今井　　愛 ｲﾏｲ ｱｲ 高2

11144 鈴木　真子 ｽｽﾞｷ ﾏｺ 高2
11139 近藤　紗智 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 高2

3 太成学院大高 11188 池田　祐子 ｲｹﾀﾞ ｻﾁｺ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 11189 坪野　若菜 ﾂﾎﾞﾉ ﾜｶﾅ 高2

11186 山口　公子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾐｺ 高2
11184 久保　玲菜 ｸﾎﾞ ﾚｲﾅ 高2

4 フィッツＳＣ 10861 柿沼　鈴奈 ｶｷﾇﾏ ﾚｲﾅ 高1
ﾌｨｯﾂSC 10867 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 中3

10860 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ 高2
10863 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高1

5 安全ＳＳ 11392 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 高2
ｱﾝｾﾞﾝSS 11390 吉岡亜樹子 ﾖｼｵｶ ｱｷｺ 高2

11391 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 高2
11393 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 中3

6 九州女子高校 11479 清水　桜子 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗｺ 高1
ｷｭｳｼﾞｮ 高校 11482 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高1

11480 続米　由貴 ｿﾞｸﾏｲ ﾕｷ 高1
11481 樋口明日香 ﾋｸﾞﾁ ｱｽｶ 高1

7 イトマン福島 10132 栃窪　歩実 ﾄﾁｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 高2
ｲﾄﾏﾝﾌｸｼﾏ 10135 加藤　　和 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 中3

10134 安田　千晶 ﾔｽﾀﾞ ﾁｱｷ 高2
10131 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高1

8 ユアー蕨 10341 倉持佑実子 ｸﾗﾓﾁ ﾕﾐｺ 高1
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 881 白取奈津美 ｼﾗﾄﾘ ﾅﾂﾐ 小6

10343 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高1
10342 齋藤　歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 中3
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