
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.195 女子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:51.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3

4 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 10589 山根　美咲 ﾔﾏﾈ ﾐｻｷ 高1
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 10592 小林　涼華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 高2

10591 小林　彩華 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 高2
10594 田所　　遥 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｶ 中3

5 豊  川  高 10823 松下絵里奈 ﾏﾂｼﾀ ｴﾘﾅ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 10831 澤本　絵里 ｻﾜﾓﾄ ｴﾘ 高3

10830 鈴木　友麻 ｽｽﾞｷ ﾕﾏ 高1
10820 近藤　美咲 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 高3

6 Ｎ Ｚ Ｌ 15011 Johnston.P Johnston.P
NZL 15013 Newcombe.K Newcombe.K

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

7

8

9

10
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スタートリスト

競技No.195 女子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:51.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 Ｆ－ＢＩＧ 10107 鶴見安香音 ﾂﾙﾐ ｱｶﾈ 中2

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞ 10104 森　　温美 ﾓﾘ ｱﾂﾐ 高2
10109 鈴木　翔子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 高1
10106 清水　理恵 ｼﾐｽﾞ ﾘｴ 高3

2 埼  玉  栄 10168 小舘　彩佳 ｺﾀﾞﾃ ｱﾔｶ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10169 小森菜都美 ｺﾓﾘ ﾅﾂﾐ 高3

10172 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高2
10167 荒木　翔子 ｱﾗｷ ｼｮｳｺ 高2

3 市立尼崎高校 10987 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高2
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 10993 尾崎　智恵 ｵｻｷ ﾁｴ 高1

10984 市場　　愛 ｲﾁﾊﾞ ｱｲ 高2
10982 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高3

4 アテナＡＭＣ 10216 秋山　知見 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾐ 高3
Athena 10213 横塚　由真 ﾖｺｽﾞｶ ﾕﾏ 高3

10215 秋山　聡美 ｱｷﾔﾏ ｻﾄﾐ 高1
10212 横塚　由香 ﾖｺｽﾞｶ ﾕｶ 中3

5 アクアマリン 10489 住吉ひかる ｽﾐﾖｼ ﾋｶﾙ 高2
ｱｸｱﾏﾘﾝ 高校 10491 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高2

10486 加藤　亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 高1
10492 村上麻里也 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾘﾔ 高3

6 東  邦  高 10778 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高2
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 10775 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高2

10777 谷川　麻美 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高1
10776 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高1

7 Ｗメイツ鹿島 10095 野見山　萌 ﾉﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 中2
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 10093 松本　　薫 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾙ 高2

10094 平山瑛梨奈 ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘﾅ 高1
10092 吉田みゆき ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 高2

8 群馬藤岡ＳＳ 10135 福田　智代 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ 高1
ﾌｼﾞｵｶ 10131 赤井　美穂 ｱｶｲ ﾐﾎ 中3

10130 西川　　希 ﾆｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 中3
10129 橘　　初美 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾂﾐ 中2

9 イトマン矢板 10114 秋元　彩香 ｱｷﾓﾄ ｻｲｶ 中2
ｲﾄﾏﾝﾔｲﾀ 10112 桜岡まりえ ｻｸﾗｵｶ ﾏﾘｴ 高3

10116 大谷津美穂 ｵｵﾔﾂ ﾐﾎ 中3
10113 市川　綾花 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ津田沼 10256 渡辺　亜衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 高3

ｾ･ﾂﾀﾞﾇﾏ 高校 10253 近藤友紀子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｺ 高1
10254 高崎　智江 ﾀｶｻｷ ﾁｴ 高2
10255 石田　彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 高1

2 ミミＳＣ市原 10285 森田　麻美 ﾓﾘﾀ ｱｻﾐ 高1
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
10284 坂口　由恵 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼｴ 高2

3 小松笑泳塾 10042 峯岸　由貴 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｷ 高3
ｺﾏﾂｼｮｳｴｲ 高校 10040 早坂　みく ﾊﾔｻｶ ﾐｸ 高2

10039 鎌田　美佳 ｶﾏﾀﾞ ﾐｶ 高3
10041 東瀬由希菜 ﾄｳｾ ﾕｷﾅ 高2

4 金田ＳＣ 10354 星　亜有美 ﾎｼ ｱﾕﾐ 高1
ｶﾈﾀﾞSC 高校 10357 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 高1

10353 山口沙緒理 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｵﾘ 高2
10355 青木　美幸 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 高2

5 AUS/NSW 15017 Halicek.O Halicek.O
AUS/NSW 15021 Marson.S Marson.S

15016 Boxwell.K Boxwell.K
15015 Bainbridge.A Bainbridge.A

6 つむぎＳＳ 10087 谷家　悠海 ﾀﾆﾔ ﾕｳﾐ 中3
ﾂﾑｷﾞSS 10085 高橋絵理沙 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｻ 中3

10088 田中　麻友 ﾀﾅｶ ﾏﾕ 高3
10082 加藤　瑞樹 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 中3

7 イトマン昭島 10498 三輪　愛実 ﾐﾜ ﾏﾅﾐ 高1
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 10497 高瀬佳央里 ﾀｶｾ ｶｵﾘ 中3

10495 鎌田　香織 ｶﾏﾀ ｶｵﾘ 中3
10500 中野　里美 ﾅｶﾉ ｻﾄﾐ 高3

8 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 棄権
ｾ･ﾌﾁｭｳ

9 枚方ＳＳ 10944 雨森　多美 ｱﾒﾓﾘ ﾀﾐ 高1
ﾋﾗｶﾀSS 高校 10945 田島由里絵 ﾀｼﾞﾏ ﾕﾘｴ 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

10 横河ＳＣ 10440 田中　綾音 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 高1
ﾖｺｶﾞﾜSC 10441 土方かおり ﾋｼﾞｶﾀ ｶｵﾘ 中3

10439 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高2
10438 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 中3
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スタートリスト

競技No.195 女子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:42.23
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 10292 高橋　諒帆 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ 高2

ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 高校 10290 花見　沙織 ﾊﾅﾐ ｻｵﾘ 高3
10293 国原　典子 ｸﾆﾊﾗ ﾉﾘｺ 高1
10296 川上亜也加 ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 高3

2 イトマン大教 10192 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高3
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 10191 藤田　千春 ﾌｼﾞﾀ ﾁﾊﾙ 高3

10190 土橋　知佳 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾁｶ 中3
10189 沙魚川朋子 ﾊｾﾞｶﾜ ﾄﾓｺ 高2

3 柏洋・柏 10278 坂本　紗羅 ｻｶﾓﾄ ｻﾗ 高2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 高校 10276 賢木友理絵 ｻｶｷ ﾕﾘｴ 高3

10275 加藤　清子 ｶﾄｳ ｷﾖｺ 高2
10279 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 高2

4 福島ＳＳ 10076 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高2
ﾌｸｼﾏSS 高校 10077 栃窪　歩実 ﾄﾁｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 高3

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

5 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10402 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高3
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高校 10409 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ 高2

10408 瀬戸口聖加 ｾﾄｸﾞﾁ ｾｲｶ 高1
10403 林　ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 高1

6 フィッツＳＣ 10704 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 高1
ﾌｨｯﾂSC 高校 10701 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高2

10705 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3
10699 柿沼　鈴奈 ｶｷﾇﾏ ﾚｲﾅ 高2

7 ユアー蕨 10238 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高2
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 711 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 中1

10240 倉持佑実子 ｸﾗﾓﾁ ﾕﾐｺ 高2
10241 齋藤　歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 高1

8 三菱養和ＳＳ 10424 田中みず穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 高1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 10425 白　　貴恵 ﾊｸ ｷｴ 高1

10422 高橋　　彩 ﾀｶﾊｼ ｱﾔ 高1
10420 会澤　美予 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾖ 高3

9 横浜サクラ 10650 張間　　優 ﾊﾘﾏ ﾕｳ 中3
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 10649 川本なつみ ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高3

10651 内田　紗姫 ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 中3
10648 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 中3

10 協栄SC相模原 10675 田辺　麻優 ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 中3
KYOEISAG 中学 10673 斉藤優梨乃 ｻｲﾄｳ ﾕﾘﾉ 中3

10676 野路　　霞 ﾉｼﾞ ｶｽﾐ 中2
10674 池田　麻季 ｲｹﾀﾞ ｱｻｷ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 桐蔭学園 10534 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高2

ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 10536 折川　恵理 ｵﾘｶﾜ ｴﾘ 高2
10532 首藤ゆかり ｽﾄｳ ﾕｶﾘ 高2
10524 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 高3

2 愛み大瑞穂高 10762 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 高1
ﾐｽﾞﾎｺｳｺｳ 高校 10764 植松　幸乃 ｳｴﾏﾂ ﾕｷﾉ 高3

10763 小穴　夏美 ｺｱﾅ ﾅﾂﾐ 高2
10768 尾関　奈弥 ｵｾﾞｷ ﾅﾐ 高3

3 スパジョーヤ 11146 布志木香名 ﾌｼｷ ｶﾅ 高2
ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 高校 11148 濵田　由実 ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾐ 高3

11144 田中　成美 ﾀﾅｶ ﾅﾙﾐ 高2
11145 馬場　聡美 ﾊﾞﾊﾞ ｻﾄﾐ 高1

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 10889 久保　玲菜 ｸﾎﾞ ﾚｲﾅ 高3

10892 山口　公子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾐｺ 高3
10891 佐藤　享子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 高3

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

10905 坂上　友理 ｻｶｳｴ ﾕﾘ 高2
10908 山崎　ゆか ﾔﾏｻｷ ﾕｶ 高3

6 東京ＳＣ 10378 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 高3
ﾄｳｷｮｳSC 10386 中村　咲子 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ 中3

10392 堀内　玲子 ﾎﾘｳﾁ ﾚｲｺ 高2
10382 赤上　　唯 ｱｶｶﾞﾐ ﾕｲ 高3

7 ＮＩＳＰＯ 11014 幸内　綾香 ｺｳｳﾁ ｱﾔｶ 高3
NISPO 高校 11018 藤井　三紗 ﾌｼﾞｲ ﾐｻ 高3

11017 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 高1
11016 上月　智尋 ｺｳﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ 高3

8 和歌山北高校 11064 前川　　唯 ﾏｴｶﾜ ﾕｲ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11067 有本麻衣那 ｱﾘﾓﾄ ﾏｲﾅ 高2

11066 北野　まゆ ｷﾀﾉ ﾏﾕ 高1
11063 若宮あゆみ ﾜｶﾐﾔ ｱﾕﾐ 高3

9 安全ＳＳ 11089 田中裕美子 ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ 高2
ｱﾝｾﾞﾝSS 11086 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 高3

11092 冨山　絢加 ﾄﾐﾔﾏ ｱﾔｶ 中3
11087 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 高3

10 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

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