
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.191 女子    400m   リレー   予選   5組
１３～１４歳        大会記録  3:51.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 イトマン川西 2885 瀬津佳名子 ｾﾂ ｶﾅｺ 中2
ｲﾄﾏﾝｶﾜﾆｼ 中学 2887 大原　　彩 ｵｵﾊﾗ ｱﾔ 中2

2886 吉村　芙美 ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐ 中2
2884 井上　愛美 ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ 中2

3 ミミＳＣ市原 1020 村上　優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 中2
ﾐﾐSCｲﾁﾊﾗ 中学 1015 溝口　愛美 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 中2

1016 森田　理美 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾐ 中1
1017 森田見梨子 ﾓﾘﾀ ﾐﾅｺ 中2

4 ＡＴＳＣ 2054 岩永　美里 ｲﾜﾅｶﾞ ﾐｻﾄ 中2
ATSC 中学 2057 三井　　香 ﾐﾂｲ ｶｵﾘ 中2

2067 北村　　唯 ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ 中1
2055 吉田　篤代 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾖ 中1

5 サギヌマＳＣ 1685 青木真亜弥 ｱｵｷ ﾏｱﾔ 中1
ｻｷﾞﾇﾏSC 中学 1688 平手　美帆 ﾋﾗﾃ ﾐﾎ 中1

1686 堤　　菜智 ﾂﾂﾐ ﾅﾁ 中1
1687 梅原　　舞 ｳﾒﾊﾗ ﾏｲ 中2

6 豊田ＳＳ 2388 戸神　有砂 ﾄｶﾞﾐ ｱﾘｻ 中2
ﾄﾖﾀSS 中学 2387 月足　奈智 ﾂｷｱｼ ﾅﾁ 中1

2393 平松　久実 ﾋﾗﾏﾂ ｸﾐ 中1
2386 岩本　未来 ｲﾜﾓﾄ ﾐｷ 中1

7 御幸ヶ原ＳＳ 427 三田寺菜摘 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾅﾂﾐ 中1
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 中学 445 澁谷　清美 ｼﾌﾞﾔ ｷﾖﾐ 中1

431 手塚　美早 ﾃﾂﾞｶ ﾐｻｷ 中1
425 金子　友香 ｶﾈｺ ﾕｶ 中1

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.191 女子    400m   リレー   予選   5組
１３～１４歳        大会記録  3:51.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 アクラブ藤沢 1708 小林　　愛 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 中1

ｱｸﾗﾌﾞﾌｼﾞ 中学 1703 岡部　亜純 ｵｶﾍﾞ ｱｽﾐ 中1
1705 崎山あさみ ｻｷﾔﾏ ｱｻﾐ 中2
1711 蔵並　侑子 ｸﾗﾅﾐ ﾕｳｺ 中2

2 ＪＳＳ八王子 1579 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中1
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1583 山咲　佑奈 ﾔﾏｻｸ ﾕｳﾅ 中2

1580 坂戸　希実 ｻｶﾄ ﾉｿﾞﾐ 中1
1586 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 中1

3 イトマン館林 504 諸貫　　彩 ﾓﾛﾇｷ ｱﾔ 中2
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 中学 516 北田　真菜 ｷﾀﾀﾞ ﾏﾅ 中2

511 長谷川聡美 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄﾐ 中2
510 中里　優花 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ 中2

4 イトマン札幌 48 田村　絵果 ﾀﾑﾗ ｴｶ 中2
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 中学 29 岩川紗知枝 ｲﾜｶﾜ ｻﾁｴ 中2

39 三橋　　侑 ﾐﾂﾊｼ ﾕｳ 中1
40 三田　真琴 ﾐﾀ ﾏｺﾄ 中2

5 初芝ＳＳ 2793 尾曲　千春 ｵﾏｶﾞﾘ ﾁﾊﾙ 中2
ﾊﾂｼﾊﾞSS 中学 2790 上辻　　葵 ｳｴﾂｼﾞ ｱｵｲ 中2

2791 谷　　優果 ﾀﾆ ﾕｳｶ 中2
2792 塚本　彩花 ﾂｶﾓﾄ ｱﾔｶ 中1

6 金田ＳＣ 1159 坂元　恵梨 ｻｶﾓﾄ ｴﾘ 中2
ｶﾈﾀﾞSC 中学 1166 谷内　祥子 ﾔﾅｲ ｼｮｳｺ 中2

1165 大野　由貴 ｵｵﾉ ﾕｷ 中2
1163 川鍋　　遥 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 中2

7 イトマンレオ 1822 菊池　永莉 ｷｸﾁ ｴﾘ 中2
ｲﾄﾏﾝﾚｵ 中学 1821 河原　　栞 ｶﾜﾊﾗ ｼﾎﾘ 中2

1824 鈴木　　梢 ｽｽﾞｷ ｺｽﾞｴ 中2
1823 中津川梨紗 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾘｻ 中2

8 イトマン川崎 1898 島田安矢香 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 中1
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 中学 1896 田中麻里矢 ﾀﾅｶ ﾏﾘﾔ 中1

1884 高田　芳里 ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾘ 中2
1885 山口麻梨奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 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.191 女子    400m   リレー   予選   5組
１３～１４歳        大会記録  3:51.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＪＳＳ立石 1233 小林　崚花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 中1

JSSﾀﾃｲｼ 中学 1235 竹内　礼奈 ﾀｹｳﾁ ﾚﾅ 中1
1234 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中1
1238 海老沼　忍 ｴﾋﾞﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 中1

2 ＮＩＳＰＯ 2894 空久保絵美 ｿﾗｸﾎﾞ ｴﾐ 中1
NISPO 中学 2899 藤嶋　冬美 ﾌｼﾞｼﾏ ﾌﾕﾐ 中2

2895 栗田恵理佳 ｸﾘﾀ ｴﾘｶ 中1
2896 幸内　美樹 ｺｳｳﾁ ﾐｷ 中2

3 枚方ＳＳ 2803 山田　明美 ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2799 橋本　歩美 ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 中1

2813 蕪崎　友実 ｶﾌﾞｻｷ ﾕﾐ 中1
2798 岡田　智香 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 中2

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

2680 山下　笑梨 ﾔﾏｼﾀ ｴﾐﾘ 中2
2685 正田千登勢 ｼｮｳﾀﾞ ﾁﾄｾ 中2

5 イトマン昭島 1566 鎌田　香織 ｶﾏﾀ ｶｵﾘ 中2
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 中学 1568 宮坂　　忍 ﾐﾔｻｶ ｼﾉﾌﾞ 中1

1569 高瀬佳央里 ﾀｶｾ ｶｵﾘ 中2
1576 大矢　　遥 ｵｵﾔ ﾊﾙｶ 中2

6 金町ＳＣ 1184 石井　結花 ｲｼｲ ﾕｶ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1177 今井　有妃 ｲﾏｲ ﾕｷ 中1

1176 筋野裕美子 ｽｼﾞﾉ ﾕﾐｺ 中2
1186 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中1

7 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1660 斉藤　美雪 ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ 中1
ｾ･ﾌﾁｭｳ 中学 1657 広瀬　愛美 ﾋﾛｾ ﾏﾅﾐ 中2

1661 大橋　　舞 ｵｵﾊｼ ﾏｲ 中2
1659 山﨑　理恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｴ 中2

8 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1638 小美濃千尋 ｵﾐﾉ ﾁﾋﾛ 中1
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 中学 1621 伊藤ひかり ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 中2

1632 山本　夏生 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 中2
1628 関　　優花 ｾｷ ﾕｶ 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.191 女子    400m   リレー   予選   5組
１３～１４歳        大会記録  3:51.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 東京ＤＣ 1283 永井　尚美 ﾅｶﾞｲ ﾅｵﾐ 中2

ﾄｳｷｮｳDC 中学 1287 佐藤　亜美 ｻﾄｳ ｱﾐ 中1
1291 仁科　　幸 ﾆｼﾅ ﾐﾕｷ 中1
1286 見上しおり ﾐｶﾐ ｼｵﾘ 中2

2 かしまＡＺ 1612 豊岡　桜子 ﾄﾖｵｶ ｻｸﾗｺ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1589 岩谷みづき ｲﾜﾔ ﾐﾂﾞｷ 中2

1592 桑原　静香 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｽﾞｶ 中1
1598 今成　良美 ｲﾏﾅﾘ ﾖｼﾐ 中2

3 稲毛インター 985 神戸　真美 ｶﾝﾍﾞ ﾏﾐ 中1
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 986 西田　沙月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂﾞｷ 中1

987 川島　優花 ｶﾜｼﾏ ﾕｶ 中2
982 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中1

4 東京ＳＣ 1265 中村　咲子 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1251 高橋　彩可 ﾀｶﾊｼ ｻｲｶ 中2

1270 矢ケ崎萌美 ﾔｶﾞｻｷ ﾓｴﾐ 中2
1262 大島　　京 ｵｵｼﾏ ﾐﾔｺ 中2

5 セキタＳＣ 1982 池田　麻季 ｲｹﾀﾞ ｱｻｷ 中2
ｾｷﾀSC 中学 1995 斉藤優梨乃 ｻｲﾄｳ ﾕﾘﾉ 中2

1984 田辺　麻優 ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 中2
1987 野路　　霞 ﾉｼﾞ ｶｽﾐ 中1

6 フィッツＳＣ 2161 尾澤ひかる ｵｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 中2
ﾌｨｯﾂSC 中学 2140 一之瀬　栞 ｲﾁﾉｾ ｼｵﾘ 中1

2157 渡辺　裕香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 中2
2141 一之瀬美樹 ｲﾁﾉｾ ﾐｷ 中2

7 津田大山田 2522 三林　由佳 ﾐﾂﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 中2
ﾂﾀﾞｵｵﾔﾏﾀ 中学 2520 伊藤かれん ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 中2

2519 伊藤　宏夏 ｲﾄｳ ﾋﾛｶ 中2
2526 中村　　環 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾏｷ 中2

8 鶴岡ＳＣ 255 冨樫絵里香 ﾄｶﾞｼ ｴﾘｶ 中1
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 中学 241 佐竹　由誉 ｻﾀｹ ﾖｼｴ 中2

236 加藤　　侑 ｶﾄｳ ﾕｳ 中1
239 剣持　紀子 ｹﾝﾓﾁ ﾉﾘｺ 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.191 女子    400m   リレー   予選   5組
１３～１４歳        大会記録  3:51.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ＪＳＳ北神戸 3026 中村　美保 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 中1

JSSｷﾀｺｳﾍ 中学 3019 河原　由梨 ｶﾊﾗ ﾕﾘ 中1
3025 瀧本　千嘉 ﾀｷﾓﾄ ﾁｶ 中1
3023 山本　紗希 ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 中1

2 ＭＹＳ名学院 2433 宮田　侑子 ﾐﾔﾀ ﾕｳｺ 中1
MYSﾅｺﾞﾔ 中学 2434 近藤　春香 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 中2

2435 今井　香凛 ｲﾏｲ ｶﾘﾝ 中2
2436 桜井　亜衣 ｻｸﾗｲ ｱｲ 中1

3 神鉄ＳＳ 2968 山崎　理歩 ﾔﾏｻｷ ﾘﾎ 中1
ｼﾝﾃﾂSS 中学 2970 長田　麻利 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾄ 中1

2966 栄　　智美 ｻｶｴ ﾄﾓﾐ 中1
2967 丸山里佳子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｶｺ 中2

4 三菱養和ＳＳ 1344 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1336 井本　麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中1

1346 松村　晴奈 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙﾅ 中1
1341 高久　　彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 中1

5 甲府ＳＳ 2121 須藤あゆ美 ｽﾄﾞｳ ｱﾕﾐ 中2
ｺｳﾌSS 中学 2113 高瀬　悠美 ﾀｶｾ ﾕﾐ 中2

2118 秋山　夏希 ｱｷﾔﾏ ﾅﾂｷ 中1
2115 山下　莉香 ﾔﾏｼﾀ ﾘｶ 中1

6 アクアマリン 1555 吉田　育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 中2
ｱｸｱﾏﾘﾝ 中学 1561 竹島　愛美 ﾀｹｼﾏ ｱﾐ 中1

1563 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 中2
1562 中里　彩季 ﾅｶｻﾞﾄ ｻｷ 中2

7 コナミ三田 2972 梶原　志保 ｶｼﾞﾜﾗ ｼﾎ 中1
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 中学 2973 丸岡　礼佳 ﾏﾙｵｶ ｱﾔｶ 中2

2976 高田このみ ﾀｶﾀﾞ ｺﾉﾐ 中1
2975 橋詰　幸代 ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾁﾖ 中1

8 草加ＳＳ 678 星　奈津美 ﾎｼ ﾅﾂﾐ 中2
SOHKA.SS 中学 673 佐藤　沙紀 ｻﾄｳ ｻｷ 中2

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