
第28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     
【競泳競技】                                      
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 愛知淑徳高 11036 竹迫　麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高2
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 11035 竹村　陽子 ﾀｹﾑﾗ ﾖｳｺ 高2

11037 坪内　　彩 ﾂﾎﾞｳﾁ ｱﾔ 高2
11032 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高2

4 イトマン矢板 10200 秋元　彩香 ｱｷﾓﾄ ｻｲｶ 中2
ｲﾄﾏﾝﾔｲﾀ 10199 市川　綾花 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 高2

10202 滝沢　　薫 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｵﾙ 高1
10201 清水　咲子 ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ 中1

5 横浜サクラ 10825 張間　　優 ﾊﾘﾏ ﾕｳ 中3
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 10822 川本なつみ ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高3

10823 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 中3
10826 内田　紗姫 ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 中3

6 日大藤沢 10728 大塚茉奈美 ｵｵﾂｶ ﾏﾅﾐ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 10720 笹間　琴美 ｻｻﾏ ｺﾄﾐ 高1

10723 新名　宏美 ﾆｲﾅ ﾋﾛﾐ 高1
10726 大熊　杏奈 ｵｵｸﾏ ｱﾝﾅ 高1

7

8
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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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.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 イトマン川崎 10814 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 高3

ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 10813 大隅奈津子 ｵｵｽﾐ ﾅﾂｺ 中3
10809 高田　芳里 ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾘ 中3
10812 大隅　朋代 ｵｵｽﾐ ﾄﾓﾖ 高3

2 飛龍高校 11000 竹島　聖華 ﾀｹｼﾏ ｾｲｶ 高2
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 10999 川口　麻美 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｻﾐ 高3

10992 笹野　知恵 ｻｻﾉ ﾁｴ 高1
10996 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高1

3 オリエントＳ 11093 足立　陽子 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｺ 中3
ｵﾘｴﾝﾄSC 11092 手嶋　花絵 ﾃｼﾏ ﾊﾅｴ 中3

11091 横山今日子 ﾖｺﾔﾏ ｷｮｳｺ 高2
11089 井ノ下亜美 ｲﾉｼﾀ ｱﾐ 高2

4 盛岡南高校 10031 田鎖ななえ ﾀｸｻﾘ ﾅﾅｴ 高2
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 10030 佐々木友恵 ｻｻｷ ﾄﾓｴ 高1

10033 平賀ちさと ﾋﾗｶ ﾁｻﾄ 高1
10032 藤野　香結 ﾌｼﾞﾉ ｶﾕ 高2

5 秋田ＡＣ 10089 小柳由美子 ｵﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ 高2
ｱｷﾀAC 10091 長谷川　茜 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾈ 高2

10088 久保木　怜 ｸﾎﾞｷ ﾚｲ 中3
10090 小林明日香 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 中1

6 アテナＡＭＣ 10302 秋山　聡美 ｱｷﾔﾏ ｻﾄﾐ 高1
Athena 10301 横塚　由真 ﾖｺｽﾞｶ ﾕﾏ 高3

10303 秋山　知見 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾐ 高3
10300 横塚　由香 ﾖｺｽﾞｶ ﾕｶ 中3

7 イトマン東京 10578 山崎　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 中2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 10576 吉川　夏唯 ﾖｼｶﾜ ｶｲ 高2

10575 稲葉　七美 ｲﾅﾊﾞ ﾅﾅﾐ 中2
10581 服部　るい ﾊｯﾄﾘ ﾙｲ 中2

8 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 10400 高橋　諒帆 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ 高2
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 10404 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 中3

10405 川上亜也加 ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 高3
10401 国原　典子 ｸﾆﾊﾗ ﾉﾘｺ 高1
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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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.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 横河ＳＣ 10569 田中　綾音 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 高1

ﾖｺｶﾞﾜSC 10570 土方かおり ﾋｼﾞｶﾀ ｶｵﾘ 中3
10567 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高2
10566 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 中3

2 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 10676 元村　安里 ﾓﾄﾑﾗ ｱﾝﾘ 中2
ｾ･ﾌﾁｭｳ 10675 恩田　一実 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 高2

10678 斉藤　美雪 ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ 中2
10677 広瀬　歩美 ﾋﾛｾ ｱﾕﾐ 高3

3 山形ＤＣ 10123 中野　まゆ ﾅｶﾉ ﾏﾕ 中3
ﾔﾏｶﾞﾀDC 10118 古頭　奈美 ﾌﾙﾄｳ ﾅﾐ 高1

10120 山中佑希子 ﾔﾏﾅｶ ﾕｷｺ 高2
10122 庄司ひかり ｼｮｳｼﾞ ﾋｶﾘ 高3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 10356 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 高3
ｾ･ｳﾗﾔｽ 10359 田中　梨緒 ﾀﾅｶ ﾘｵ 高3

10353 宇田川沙希 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｻｷ 中2
10360 田邊　麻衣 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 高3

5 太成学院大高 11234 吉川　元子 ﾖｼｶﾜ ﾓﾄｺ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 11236 肱岡紗也佳 ﾋｼﾞｵｶ ｻﾔｶ 高2

11245 坪野　若菜 ﾂﾎﾞﾉ ﾜｶﾅ 高3
11238 佐藤　享子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 高3

6 京都外大西高 11177 村上　　舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 高2
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 11175 岡本佐知子 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ 高2

11184 里　　花梨 ｻﾄ ｶﾘﾝ 高1
11180 畑野　侑香 ﾊﾀﾉ ﾕｶ 高1

7 協栄SC相模原 10845 田辺　麻優 ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 中3
KYOEISAG 中学 10843 斉藤優梨乃 ｻｲﾄｳ ﾕﾘﾉ 中3

10846 野路　　霞 ﾉｼﾞ ｶｽﾐ 中2
10844 池田　麻季 ｲｹﾀﾞ ｱｻｷ 中3

8 東邦高 11055 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高2
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 11056 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高2

11058 谷川　麻美 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高1
11057 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高1
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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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.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 鶴岡ＳＣ 10111 今野　映華 ｺﾝﾉ ｴｲｶ 高3

ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 高校 10110 今井　幸美 ｲﾏｲ ﾕﾐ 高2
10109 阿部　結佳 ｱﾍﾞ ﾕｲｶ 高2
10106 畠山　愛梨 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｲﾘ 高1

2 コナミ東加古 11385 平井　由起 ﾋﾗｲ ﾕｷ 中1
ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 11383 河本　　紬 ｺｳﾓﾄ ﾂﾑｷﾞ 高1

11384 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高1
11386 笘井　柚伽 ﾄﾏｲ ﾕｶ 中1

3 アカデミ松任 10968 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高2
ｱｶﾃﾞﾐﾏｯﾄ 10969 垣内　綾乃 ｶｷｳﾁ ｱﾔﾉ 高1

10970 畠山　鮎美 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 中3
10971 北村　美季 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾂｷ 中3

4 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 10767 小林　彩華 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 高2
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 10770 田所　　遥 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｶ 中3

10764 岡崎　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高2
10765 桜田　悠未 ｻｸﾗﾀﾞ ﾕｳﾐ 高3

5 日大高 10707 椿　　涼佳 ﾂﾊﾞｷ ｽｽﾞｶ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 10708 田中　美鈴 ﾀﾅｶ ﾐｽｽﾞ 高1

10694 岡本　　香 ｵｶﾓﾄ ｶｵﾘ 高3
10692 伊藤喜志子 ｲﾄｳ ｷｼｺ 高1

6 ｲﾄﾏﾝ東伏見 10464 大日方春菜 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙﾅ 高2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 10463 太田　彩乃 ｵｵﾀ ｱﾔﾉ 高2

10461 篠宮　千夏 ｼﾉﾐﾔ ﾁﾅﾂ 中3
10459 原　さやか ﾊﾗ ｻﾔｶ 高3

7 ユアー蕨 棄権
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ

8 ＮＩＳＰＯ 11371 空久保絵美 ｿﾗｸﾎﾞ ｴﾐ 中2
NISPO 11375 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 高1

11372 幸内　綾香 ｺｳｳﾁ ｱﾔｶ 高3
11374 上月　智尋 ｺｳﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ 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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.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 西城陽高校 11197 堤　　愛奈 ﾂﾂﾐ ｱｲﾅ 高1

ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 11189 近藤　理英 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｴ 高1
11196 中野　汐里 ﾅｶﾉ ｼｵﾘ 高2
11188 宮越　知紗 ﾐﾔｺﾞｼ ﾁｻ 高2

2 桐蔭学園 10736 折川　恵理 ｵﾘｶﾜ ｴﾘ 高2
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 10739 藤田　佳那 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 高1

10730 河崎　綾子 ｶﾜｻｷ ｱﾔｺ 高1
10735 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高2

3 ＪＳＳ長岡 10912 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 高3
JSSﾅｶﾞｵｶ 高校 10917 松本貴美子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐｺ 高1

10914 佐藤　　舞 ｻﾄｳ ﾏｲ 高3
10919 青柳　　睦 ｱｵﾔｷﾞ ﾑﾂﾐ 高1

4 東京ＳＣ 10512 矢ケ崎萌美 ﾔｶﾞｻｷ ﾓｴﾐ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 10518 高橋　彩可 ﾀｶﾊｼ ｻｲｶ 中3

10503 秦　　仁美 ﾊﾀ ﾋﾄﾐ 高3
10501 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 高3

5 アクアマリン 10646 亀田　　萌 ｶﾒﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ 高1
ｱｸｱﾏﾘﾝ 高校 10650 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高2

10651 村上麻里也 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾘﾔ 高3
10648 住吉ひかる ｽﾐﾖｼ ﾋｶﾙ 高2

6 福島ＳＳ 10159 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高2
ﾌｸｼﾏSS 高校 10158 加藤　　和 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 高1

10157 安田　千晶 ﾔｽﾀﾞ ﾁｱｷ 高3
10161 栃窪　歩実 ﾄﾁｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 高3

7 イトマン昭島 10658 三輪　愛実 ﾐﾜ ﾏﾅﾐ 高1
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 10655 鎌田　香織 ｶﾏﾀ ｶｵﾘ 中3

10657 高瀬佳央里 ﾀｶｾ ｶｵﾘ 中3
10660 中野　里美 ﾅｶﾉ ｻﾄﾐ 高3

8 北陸大谷高校 10962 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高2
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 10957 岡野　桜子 ｵｶﾉ ｻｸﾗｺ 高2

10964 和倉　唯花 ﾜｸﾗ ﾕｲｶ 高2
10963 疋田　真弓 ﾋｷﾀﾞ ﾏﾕﾐ 高2
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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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.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 小松笑泳塾 10085 東瀬　香菜 ﾄｳｾ ｶﾅ 小6

ｺﾏﾂｼｮｳｴｲ 10087 峯岸　由貴 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｷ 高3
10086 東瀬由希菜 ﾄｳｾ ﾕｷﾅ 高2
10084 早坂　みく ﾊﾔｻｶ ﾐｸ 高2

2 三菱養和ＳＳ 10547 会澤　美予 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾖ 高3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 10550 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 高1

10549 高橋　　彩 ﾀｶﾊｼ ｱﾔ 高1
10551 田中みず穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 高1

3 ＡＴＳＣ 10861 野本　海夏 ﾉﾓﾄ ﾐｶ 中1
ATSC 10857 岩永　美里 ｲﾜﾅｶﾞ ﾐｻﾄ 中3

10858 吉田　篤代 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾖ 中2
10860 石島恵利香 ｲｼｼﾞﾏ ｴﾘｶ 高3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10536 内野　怜菜 ｳﾁﾉ ﾚｲﾅ 中1
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 10535 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高3

10526 桜沢ライラ ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾗｲﾗ 中1
10530 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ 高2

5 埼玉栄 10255 小舘　彩佳 ｺﾀﾞﾃ ｱﾔｶ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 10260 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高2

10252 金綱　和子 ｶﾈﾂﾅ ｶｽﾞｺ 中3
10253 荒木　翔子 ｱﾗｷ ｼｮｳｺ 高2

6 和歌山北高校 11445 若宮あゆみ ﾜｶﾐﾔ ｱﾕﾐ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11451 有本麻衣那 ｱﾘﾓﾄ ﾏｲﾅ 高2

11450 北野　まゆ ｷﾀﾉ ﾏﾕ 高1
11444 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 高3

7 藤村ＳＳ 10544 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 10541 山崎　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高2

10540 作道　　舞 ﾂｸﾘﾐﾁ ﾏｲ 中3
10542 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 高3

8 ｾﾝﾄﾗﾙ津田沼 10350 石田　彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 高1
ｾ･ﾂﾀﾞﾇﾏ 高校 10347 近藤友紀子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｺ 高1

10349 高崎　智江 ﾀｶｻｷ ﾁｴ 高2
10351 渡辺　亜衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.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 スパジョーヤ 11618 布志木香名 ﾌｼｷ ｶﾅ 高2

ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 高校 11616 田中　成美 ﾀﾅｶ ﾅﾙﾐ 高2
11619 濵田　由実 ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾐ 高3
11617 馬場　聡美 ﾊﾞﾊﾞ ｻﾄﾐ 高1

2 枚方ＳＳ 11306 雨森　多美 ｱﾒﾓﾘ ﾀﾐ 高1
ﾋﾗｶﾀSS 11309 岡田　智香 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 中3

11308 福村　友恵 ﾌｸﾑﾗ ﾄﾓｴ 高1
11307 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 高1

3 ＢＳＳ古賀 11599 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ 中3
BSSｺｶﾞ 中学 11603 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 中3

11600 松本　千鶴 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ 中3
11602 川尾有莉沙 ｶﾜｵ ｱﾘｻ 中3

4 イトマン 11249 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1
ｲﾄﾏﾝ 11255 中坂　由佳 ﾅｶｻｶ ﾕｶ 高2

11262 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ 中3
11256 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高2

5 金田ＳＣ 10475 星　亜有美 ﾎｼ ｱﾕﾐ 高1
ｶﾈﾀﾞSC 10468 吉田英里子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 中1

10478 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 高1
10476 青木　美幸 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 高2

6 Nalu Aquatic 10382 森田　麻美 ﾓﾘﾀ ｱｻﾐ 高1
NaluAC 10380 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中2

10381 小田中　彩 ｵﾀﾞﾅｶ ｱﾔ 高1
10383 村上　優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 中3

7 市立尼崎高校 11346 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高2
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 11344 市場　　愛 ｲﾁﾊﾞ ｱｲ 高2

11351 尾崎　智恵 ｵｻｷ ﾁｴ 高1
11342 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高3

8 フィッツＳＣ 10884 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 高1
ﾌｨｯﾂSC 高校 10886 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3

10879 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高2
10883 清水　一葉 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾊ 高2
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