
第28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.108 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  4:04.16
ＣＳ                大会記録  4:15.14

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3

4 市立尼崎高校 10986 勝見　英里 ｶﾂﾐ ｴﾘ 高1
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 10989 竹内　　綾 ﾀｹｳﾁ ｱﾔ 高1

10982 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高3
10987 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高2

5 ＪＳＳ八王子 10503 熊沢　歩美 ｸﾏｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 高2
JSSﾊﾁｵｳｼ 10505 佐藤亜沙美 ｻﾄｳ ｱｻﾐ 高1

10507 市川あさひ ｲﾁｶﾜ ｱｻﾋ 高2
10506 山咲　佑奈 ﾔﾏｻｸ ﾕｳﾅ 中3

6 イトマン守口 10928 大山　貴子 ｵｵﾔﾏ ﾀｶｺ 中2
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏﾝ 10926 久保田有貴 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 高1

10925 片山　美穂 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾎ 高2
10927 大山　紀子 ｵｵﾔﾏ ｷｺ 高1

7 大阪成蹊 10874 西村　　樹 ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ 高1
ｵｵｻｶｾｲｹｲ 高校 10877 松村　浩子 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｺ 高2

10873 斉藤　貴子 ｻｲﾄｳ ﾀｶｺ 高3
10875 柴谷　利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 高2

8

9

10

Page: 1/4 Printing: 2005/08/28 13:29:05

加　盟
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第28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.108 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  4:04.16
ＣＳ                大会記録  4:15.14

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 枚方ＳＳ 10941 木下　晴香 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｶ 高3

ﾋﾗｶﾀSS 高校 10943 川上　紗季 ｶﾜｶﾐ ｻｷ 高1
10942 田淵　まや ﾀﾌﾞﾁ ﾏﾔ 高1
10946 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 高1

2 イトマンレオ 10617 佐々木　瞳 ｻｻｷ ﾋﾄﾐ 高2
ｲﾄﾏﾝﾚｵ 10616 関原　康代 ｾｷﾊﾗ ﾔｽﾖ 高3

10618 池田　実可 ｲｹﾀﾞ ﾐｶ 高2
10619 中津川梨紗 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾘｻ 中3

3 イトマン昭島 10500 中野　里美 ﾅｶﾉ ｻﾄﾐ 高3
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 10496 高橋　智香 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ 高2

10499 大矢　　遥 ｵｵﾔ ﾊﾙｶ 中3
10498 三輪　愛実 ﾐﾜ ﾏﾅﾐ 高1

4 群馬藤岡ＳＳ 10135 福田　智代 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ 高1
ﾌｼﾞｵｶ 10133 田村　あい ﾀﾑﾗ ｱｲ 高2

10130 西川　　希 ﾆｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 中3
10131 赤井　美穂 ｱｶｲ ﾐﾎ 中3

5 AUS/NSW 15020 Ireland.A Ireland.A
AUS/NSW 15021 Marson.S Marson.S

15017 Halicek.O Halicek.O
15015 Bainbridge.A Bainbridge.A

6 東京ＳＣ 10386 中村　咲子 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 10387 中野理香子 ﾅｶﾉ ﾘｶｺ 高1

10390 武藤　　愛 ﾑﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 高2
10378 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 高3

7 ミミＳＣ市原 10284 坂口　由恵 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼｴ 高2
ﾐﾐSCｲﾁﾊﾗ 10286 村上　優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 中3

10283 吉田　理紗 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 高1
10285 森田　麻美 ﾓﾘﾀ ｱｻﾐ 高1

8 藤村ＳＳ 10414 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 10411 山崎　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高2

10412 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 高3
10410 細田　美妃 ﾎｿﾀﾞ ﾐｷ 高1

9 金田ＳＣ 10350 高柳　玲子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾚｲｺ 高2
ｶﾈﾀﾞSC 10357 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 高1

10356 川鍋　　遥 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 中3
10354 星　亜有美 ﾎｼ ｱﾕﾐ 高1

10 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 10682 谷川　あさ ﾀﾆｶﾜ ｱｻ 中2
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 中学 10681 泉水　春香 ｾﾝｽｲ ﾊﾙｶ 中2

10679 岡田　　愛 ｵｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 中3
10680 笠原　明香 ｶｻﾊﾗ ﾊﾙｶ 中3
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第28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.108 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  4:04.16
ＣＳ                大会記録  4:15.14

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＮＩＳＰＯ 11012 永井友梨絵 ﾅｶﾞｲ ﾕﾘｴ 高1

NISPO 高校 11017 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 高1
11014 幸内　綾香 ｺｳｳﾁ ｱﾔｶ 高3
11016 上月　智尋 ｺｳﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ 高3

2 つむぎＳＳ 10087 谷家　悠海 ﾀﾆﾔ ﾕｳﾐ 中3
ﾂﾑｷﾞSS 10082 加藤　瑞樹 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 中3

10088 田中　麻友 ﾀﾅｶ ﾏﾕ 高3
10085 高橋絵理沙 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｻ 中3

3 横浜サクラ 10652 柏木　佳津 ｶｼﾜｷﾞ ｶﾂﾞ 中1
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 10648 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 中3

10651 内田　紗姫 ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 中3
10649 川本なつみ ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高3

4 太成学院大高 10888 吉川　元子 ﾖｼｶﾜ ﾓﾄｺ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 10897 坪野　若菜 ﾂﾎﾞﾉ ﾜｶﾅ 高3

10893 松田奈穂子 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾎｺ 高1
10889 久保　玲菜 ｸﾎﾞ ﾚｲﾅ 高3

5 フィッツＳＣ 10699 柿沼　鈴奈 ｶｷﾇﾏ ﾚｲﾅ 高2
ﾌｨｯﾂSC 高校 10704 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 高1

10705 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3
10701 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高2

6 桐蔭学園 10523 田中　梨沙 ﾀﾅｶ ﾘｻ 高2
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 10526 八木　春佳 ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 高1

10532 首藤ゆかり ｽﾄｳ ﾕｶﾘ 高2
10534 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高2

7 イトマン大教 10189 沙魚川朋子 ﾊｾﾞｶﾜ ﾄﾓｺ 高2
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 10192 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高3

10190 土橋　知佳 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾁｶ 中3
10187 橋本　沙絵 ﾊｼﾓﾄ ｻｴ 高2

8 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 10293 国原　典子 ｸﾆﾊﾗ ﾉﾘｺ 高1
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 高校 10294 佐藤　茉奈 ｻﾄｳ ﾏﾅ 高2

10291 海野真理奈 ｳﾐﾉ ﾏﾘﾅ 高2
10292 高橋　諒帆 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ 高2

9 アクアマリン 10493 樋熊　彩美 ﾋｸﾞﾏ ｱﾔﾐ 高2
ｱｸｱﾏﾘﾝ 高校 10489 住吉ひかる ｽﾐﾖｼ ﾋｶﾙ 高2

10491 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高2
10487 亀崎　祐未 ｶﾒｻﾞｷ ﾕﾐ 高1

10 愛知淑徳高 10755 竹迫　麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高2
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 10754 早瀬実可子 ﾊﾔｾ ﾐｶｺ 高2

10753 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高2
10752 沖田　美波 ｵｷﾀ ﾐﾅﾐ 高3
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第28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.108 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  4:04.16
ＣＳ                大会記録  4:15.14

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 イトマン矢板 10113 市川　綾花 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 高2

ｲﾄﾏﾝﾔｲﾀ 10115 清水　咲子 ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ 中1
10117 滝沢　　薫 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｵﾙ 高1
10112 桜岡まりえ ｻｸﾗｵｶ ﾏﾘｴ 高3

2 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 10448 窪田　麻里 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘ 中2
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 10450 川田　夏海 ｶﾜﾀ ﾅﾂﾐ 高2

10447 関口真美子 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾐｺ 高1
10451 冨樫　愛美 ﾄｶﾞｼ ｱｲﾐ 中3

3 オリエントＳ 10799 井ノ下亜美 ｲﾉｼﾀ ｱﾐ 高2
ｵﾘｴﾝﾄSC 10802 木村　奈菜 ｷﾑﾗ ﾅﾅ 高2

10800 手嶋　花絵 ﾃｼﾏ ﾊﾅｴ 中3
10801 西内　沙織 ﾆｼｳﾁ ｻｵﾘ 高2

4 Ｎ Ｚ Ｌ 15013 Newcombe.K Newcombe.K
NZL 15009 Bentley.K Bentley.K

15008 Baddock.H Baddock.H
15010 Blundell.J Blundell.J

5 イトマン 10912 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 高1
ｲﾄﾏﾝ 高校 10902 橋本　千佳 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 高1

10899 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高2
10907 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1

6 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 11058 森嶋　久実 ﾓﾘｼﾏ ｸﾐ 中3
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 11059 中道　志帆 ﾅｶﾐﾁ ｼﾎ 高1

11060 福本　　彩 ﾌｸﾓﾄ ｱﾔ 高2
11057 奥田麻里奈 ｵｸﾀﾞ ﾏﾘﾅ 高1

7 愛み大瑞穂高 10766 二村　麻美 ﾆﾑﾗ ﾏﾐ 高3
ﾐｽﾞﾎｺｳｺｳ 高校 10765 水谷　優花 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｶ 高1

10762 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 高1
10768 尾関　奈弥 ｵｾﾞｷ ﾅﾐ 高3

8 福島ＳＳ 10077 栃窪　歩実 ﾄﾁｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 高3
ﾌｸｼﾏSS 高校 10075 加藤　　和 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 高1

10074 安田　千晶 ﾔｽﾀﾞ ﾁｱｷ 高3
10076 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高2

9 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 10588 岡崎　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高2
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 10593 深瀬美沙子 ﾌｶｾ ﾐｻｺ 高1

10594 田所　　遥 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｶ 中3
10589 山根　美咲 ﾔﾏﾈ ﾐｻｷ 高1

10 ｲﾄﾏﾝ東伏見 10339 伊藤　　咲 ｲﾄｳ ｻｷ 高1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 10345 中嶋　優帆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾎ 中2

10342 篠宮　千夏 ｼﾉﾐﾔ ﾁﾅﾂ 中3
10344 大日方春菜 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙﾅ 高2
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