
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.193 女子    400m   リレー   予選   7組
ＣＳ                大会記録  3:46.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 京都外大西高 11132 村上　　舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 高1
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 11128 松島彩也香 ﾏﾂｼﾏ ｻﾔｶ 高2

11124 岡本佐知子 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ 高1
11127 山内　美奈 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾅ 高2

4 フレンドＳＣ 10229 柏原　裕希 ｶｼﾊﾗ ﾕｷ 高1
ﾌﾚﾝﾄﾞSC 10230 鈴木　茉莉 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 高3

10228 田沼　瞳子 ﾀﾇﾏ ﾄｳｺ 中3
10227 根岸　千嘉 ﾈｷﾞｼ ﾁｶ 高2

5 初芝高校 11169 高橋　朱子 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｺ 高3
ﾊﾂｼﾊﾞｺｳｺｳ 高校 11171 西田　早苗 ﾆｼﾀﾞ ｻﾅｴ 高3

11170 小川　莉代 ｵｶﾞﾜ ﾘﾖ 高3
11172 斉藤　加苗 ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 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.193 女子    400m   リレー   予選   7組
ＣＳ                大会記録  3:46.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｺﾅﾐ東加古川 11302 河本　　紬 ｺｳﾓﾄ ﾂﾑｷﾞ 中3

ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 中学 11303 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 中3
11304 田中　優美 ﾀﾅｶ ﾕｳﾐ 中3
11305 林田　美穂 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐﾎ 中2

2 富山ＳＣ 10923 霜上　美智 ｼﾓｶﾞﾐ ﾐｻﾄ 高2
ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ 10925 飛弾悠里安 ﾋﾀﾞ ﾕﾘｱ 中2

10924 島田　夏華 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾂｶ 中3
10926 和田　　恵 ﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高2

3 小松笑泳塾 10066 東瀬由希菜 ﾄｳｾ ﾕｷﾅ 高1
ｺﾏﾂｼｮｳｴｲ 10065 早坂　みく ﾊﾔｻｶ ﾐｸ 高1

10067 峯岸　由貴 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｷ 高2
10064 三浦　　悠 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 中2

4 藤村ＳＳ 10562 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 10558 山崎　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高1

10559 清水茉莉絵 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｴ 高3
10560 大久保真実 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3

5 ｾﾝﾄﾗﾙ津田沼 10361 石田　彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 中3
ｾ･ﾂﾀﾞﾇﾏ 10359 近藤友紀子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｺ 中3

10360 高崎　智江 ﾀｶｻｷ ﾁｴ 高1
10362 渡辺　亜衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 高2

6 東邦高 11012 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高1
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 11014 福岡もえみ ﾌｸｵｶ ﾓｴﾐ 高1

11011 伊藤麻沙代 ｲﾄｳ ﾏｻﾖ 高1
11015 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高1

7 市立尼崎高校 11272 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高2
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 11274 市場　　愛 ｲﾁﾊﾞ ｱｲ 高1

11273 細貝　早希 ﾎｿｶﾞｲ ｻｷ 高1
11276 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高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.193 女子    400m   リレー   予選   7組
ＣＳ                大会記録  3:46.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 イトマン矢板 10194 秋元　彩香 ｱｷﾓﾄ ｻｲｶ 中1

ｲﾄﾏﾝﾔｲﾀ 10197 中尾明日香 ﾅｶｵ ｱｽｶ 中3
10192 桜岡まりえ ｻｸﾗｵｶ ﾏﾘｴ 高2
10193 市川　綾花 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 高1

2 成増ロンド 10647 西脇沙由里 ﾆｼﾜｷ ｻﾕﾘ 高1
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 10645 松井　聡子 ﾏﾂｲ ｻﾄｺ 中2

10648 林　　幸恵 ﾊﾔｼ ﾕｷｴ 高2
10646 水島　　紗 ﾐｽﾞｼﾏ ｼｵﾘ 高3

3 秋田南高校 10083 高橋　水希 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 高2
ｱｷﾀﾐﾅﾐｺｳ 高校 10085 打川めぐみ ｳﾁｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 高1

10086 長谷川　茜 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾈ 高1
10084 小柳由美子 ｵﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ 高1

4 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 10614 和田なつき ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 中3
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 10612 川田　夏海 ｶﾜﾀ ﾅﾂﾐ 高1

10611 吉田絵理菜 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘﾅ 高3
10610 関口真美子 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾐｺ 中3

5 イ大教大宮東 10282 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高2
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 10280 浅井　晴菜 ｱｻｲ ﾊﾙﾅ 高3

10279 沙魚川朋子 ﾊｾﾞｶﾜ ﾄﾓｺ 高1
10283 鈴木　聖未 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 小6

6 三菱養和ＳＳ 10572 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 10574 白　　貴恵 ﾊｸ ｷｴ 中3

10575 服部　真知 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾁ 高2
10571 会澤　美予 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾖ 高2

7 埼玉栄 10250 荒木　翔子 ｱﾗｷ ｼｮｳｺ 高1
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10252 小森菜都美 ｺﾓﾘ ﾅﾂﾐ 高2

10248 吉田　沙記 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 高3
10257 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高1

8 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 10417 高橋　諒帆 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ 高1
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 10418 国原　典子 ｸﾆﾊﾗ ﾉﾘｺ 中3

10414 花見　沙織 ﾊﾅﾐ ｻｵﾘ 高2
10416 江口　茜音 ｴｸﾞﾁ ｱｶﾈ 高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.193 女子    400m   リレー   予選   7組
ＣＳ                大会記録  3:46.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 10669 広瀬　歩美 ﾋﾛｾ ｱﾕﾐ 高2

ｾ･ﾌﾁｭｳ 高校 10667 恩田　一実 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 高1
10670 大橋　　彩 ｵｵﾊｼ ｱﾔ 高1
10665 越野由美奈 ｺｼﾉ ﾕﾐﾅ 高2

2 愛知淑徳高 10997 落合　幾子 ｵﾁｱｲ ｲｸｺ 高3
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 10996 坪内　　彩 ﾂﾎﾞｳﾁ ｱﾔ 高1

10995 竹迫　麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高1
10992 沖田　美波 ｵｷﾀ ﾐﾅﾐ 高2

3 日大藤沢 10706 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 10713 柏木　優子 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｺ 高2

10711 大塚茉奈美 ｵｵﾂｶ ﾏﾅﾐ 高2
10705 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 高2

4 太成学院大高 11185 佐藤　享子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 11184 久保　玲菜 ｸﾎﾞ ﾚｲﾅ 高2

11183 吉川　元子 ﾖｼｶﾜ ﾓﾄｺ 高2
11186 山口　公子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾐｺ 高2

5 みどり学園 10041 田辺　　彩 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 高1
ﾐﾄﾞｶﾞｸ 高校 10040 田鎖ななえ ﾀｸｻﾘ ﾅﾅｴ 高1

10042 冷清水理恵 ﾋﾔｼﾐｽﾞ ﾘｴ 高3
10039 菊地　朋美 ｷｸﾁ ﾄﾓﾐ 高2

6 ウオタメイツ 10759 田所　　遥 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｶ 中2
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 10753 岡崎　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高1

10757 小林　涼華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 高1
10755 山根　美咲 ﾔﾏﾈ ﾐｻｷ 中3

7 鶴岡ＳＣ 10100 今野　映華 ｺﾝﾉ ｴｲｶ 高2
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 高校 10103 菅原　　愛 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｲ 高2

10109 阿部　結佳 ｱﾍﾞ ﾕｲｶ 高1
10112 今井　幸美 ｲﾏｲ ﾕﾐ 高1

8 横浜サクラ 10814 張間　　優 ﾊﾘﾏ ﾕｳ 中2
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 10813 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 中2

10812 川本なつみ ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高2
10815 内田　紗姫 ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 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.193 女子    400m   リレー   予選   7組
ＣＳ                大会記録  3:46.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 イトマン大宮 10267 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 中3

ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 10270 中村　美穂 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 高3
10268 小林ありさ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾘｻ 中1
10265 永井　美宇 ﾅｶﾞｲ ﾐｳ 中3

2 北陸大谷高校 10932 向畦地英美 ﾑｶｲｱｾﾞﾁ ｴﾐ 高2
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 10938 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 高3

10931 岡野　桜子 ｵｶﾉ ｻｸﾗｺ 高1
10936 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高1

3 Ｆ－ＢＩＧ 10180 森　　温美 ﾓﾘ ｱﾂﾐ 高1
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞ 10182 鶴見安香音 ﾂﾙﾐ ｱｶﾈ 中1

10179 手塚　有香 ﾃﾂｶ ﾕｶ 高3
10184 鈴木　翔子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 中3

4 Ｗメイツ鹿島 10169 平山瑛梨奈 ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘﾅ 中3
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 10165 吉田みゆき ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 高1

10166 松本　　薫 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾙ 高1
10167 新川　晴香 ｼﾝｶﾜ ﾊﾙｶ 高3

5 神鉄ＳＳ 11325 松村　栄子 ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｺ 高2
ｼﾝﾃﾂSS 高校 11328 中村　優子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 高2

11327 西田　早織 ﾆｼﾀﾞ ｻｵﾘ 高2
11326 松本　光加 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂｶ 高2

6 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10551 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ 高1
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 10555 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高2

10556 林　ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 中3
10550 瀬戸口聖加 ｾﾄｸﾞﾁ ｾｲｶ 中3

7 イトマン埼玉 10318 内田　麻美 ｳﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 中3
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 10327 小泉　実里 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｻﾄ 中2

10325 山岸　奈央 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ 中2
10331 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ 高3

8 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 10718 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 高2

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
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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.193 女子    400m   リレー   予選   7組
ＣＳ                大会記録  3:46.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 フィッツＳＣ 10867 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 中3

ﾌｨｯﾂSC 10863 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高1
10865 笹本なごみ ｻｻﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ 中3
10861 柿沼　鈴奈 ｶｷﾇﾏ ﾚｲﾅ 高1

2 稲毛インター 10388 島田　　恵 ｼﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高3
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 10382 篠岡　桂子 ｼﾉｵｶ ｹｲｺ 中3

10385 大野　　愛 ｵｵﾉ ｱｲ 高2
10387 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 高3

3 和歌山北高校 11354 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11364 有本麻衣那 ｱﾘﾓﾄ ﾏｲﾅ 高1

11359 若宮あゆみ ﾜｶﾐﾔ ｱﾕﾐ 高2
11357 山下　花織 ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾘ 高3

4 ＪＳＳ長岡 10904 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 高3
JSSﾅｶﾞｵｶ 10899 佐藤　　舞 ｻﾄｳ ﾏｲ 高2

10902 青柳　　睦 ｱｵﾔｷﾞ ﾑﾂﾐ 中3
10897 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 高2

5 枚方ＳＳ 11237 雨森　多美 ｱﾒﾓﾘ ﾀﾐ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 11238 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 中3

11241 田島由里絵 ﾀｼﾞﾏ ﾕﾘｴ 中3
11239 佐々木　恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 高3

6 ＮＩＳＰＯ 11298 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 中3
NISPO 11299 藤井　三紗 ﾌｼﾞｲ ﾐｻ 高2

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

7 アクアマリン 10655 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高1
ｱｸｱﾏﾘﾝ 10656 村上麻里也 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾘﾔ 高2

10650 加藤　亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 中3
10652 亀田　　萌 ｶﾒﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ 中3

8 ｱｸﾗﾌﾞ調布 10499 秋元里江子 ｱｷﾓﾄ ﾘｴｺ 高3
ｱｸﾗﾌﾞﾁｮｳ 高校 10502 澤田　絵美 ｻﾜﾀﾞ ｴﾐ 高1

10501 渡辺　麻美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾐ 高1
10500 重枝　伴那 ｼｹﾞｴﾀﾞ ﾊﾝﾅ 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.193 女子    400m   リレー   予選   7組
ＣＳ                大会記録  3:46.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 ル・土気 10393 土田湖都子 ﾂﾁﾀﾞ ｺﾄｺ 高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
10394 塙　紗佑里 ﾊﾅﾜ ｻﾕﾘ 中1

2 ユアー蕨 10342 齋藤　歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 中3
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 872 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 小6

10341 倉持佑実子 ｸﾗﾓﾁ ﾕﾐｺ 高1
10343 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高1

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

11201 坂上　友理 ｻｶｳｴ ﾕﾘ 高1
11210 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高1

4 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 10538 堀内　玲子 ﾎﾘｳﾁ ﾚｲｺ 高1

10529 秦　　仁美 ﾊﾀ ﾋﾄﾐ 高2
10530 赤上　　唯 ｱｶｶﾞﾐ ﾕｲ 高2

5 安全ＳＳ 11392 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 高2
ｱﾝｾﾞﾝSS 11393 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 中3

11395 田中裕美子 ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ 高1
11391 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 高2

6 金田ＳＣ 10492 星　亜有美 ﾎｼ ｱﾕﾐ 中3
ｶﾈﾀﾞSC 10495 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 中3

10493 青木　美幸 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 高1
10488 吉村　裕美 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾐ 高3

7 つむぎＳＳ 10160 谷家　悠海 ﾀﾆﾔ ﾕｳﾐ 中2
ﾂﾑｷﾞSS 10158 高橋絵理沙 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｻ 中2

10161 田中　麻友 ﾀﾅｶ ﾏﾕ 高2
10155 加藤　瑞樹 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 中2

8 イトマン福島 10131 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高1
ｲﾄﾏﾝﾌｸｼﾏ 10135 加藤　　和 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 中3

10132 栃窪　歩実 ﾄﾁｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 高2
10134 安田　千晶 ﾔｽﾀﾞ ﾁｱｷ 高2
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