
第29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   5組 日本記録  4:04.16
ＣＳ                大会記録  4:14.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 サギヌマＳＣ 10580 池田　ゆう ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 高3
ｻｷﾞﾇﾏSC 10581 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 高1

10578 海口　綾乃 ｶｲｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 高3
10579 青木真亜弥 ｱｵｷ ﾏｱﾔ 中3

3 中京大中京高 10833 川本奈津絵 ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｴ 高3
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 10837 片岡永理奈 ｶﾀｵｶ ｴﾘﾅ 高3

10832 森　　　歩 ﾓﾘ ｱﾕﾐ 高3
10829 山下奈那子 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅｺ 高2

4 市尼崎高 11056 市場　　愛 ｲﾁﾊﾞ ｱｲ 高3
ｲﾁｱﾏ 高校 11063 竹内　　綾 ﾀｹｳﾁ ｱﾔ 高2

11054 鞍田　奈緒 ｸﾗﾀ ﾅｵ 高2
11058 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高3

5 イトマン守谷 10109 島添　紗妃 ｼﾏｿﾞｴ ｻｷ 高1
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 10106 鈴木　愛未 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 高2

10107 三原　未夕 ﾐﾊﾗ ﾐﾕ 中3
10108 竹　　彩那 ﾀｹ ｱﾔﾅ 高1

6 北陸大谷高校 10754 中村　真実 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾐ 高1
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 10747 木村　麻衣 ｷﾑﾗ ﾏｲ 高2

10750 下中　千明 ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ 高1
10756 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高3

7 日花園ＳＣ 棄権
ﾆｯｶｴﾝSC

8 塚口ＳＳ 11073 池田　実加 ｲｹﾀﾞ ﾐｶ 高1
ﾂｶｸﾞﾁSS 高校 11070 井口　綾望 ｲｸﾞﾁ ｱﾔﾐ 高3

11071 橋口　　望 ﾊｼｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ 高1
11072 佐々木春菜 ｻｻｷ ﾊﾙﾅ 高1

9 ＢＳＳ古賀 11217 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ 高1
BSSｺｶﾞ 11216 坂上　亜衣 ｻｶｶﾞﾐ ｱｲ 中3

11221 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 高1
11219 川尾有莉沙 ｶﾜｵ ｱﾘｻ 高1

10
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第29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   5組 日本記録  4:04.16
ＣＳ                大会記録  4:14.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＳＳ安来 11145 長谷川真帆 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾎ 高3

SSﾔｽｷ 11144 青戸　陽香 ｱｵﾄ ﾊﾙｶ 高1
11143 宮田絵梨子 ﾐﾔﾀ ｴﾘｺ 高2
11256 濱田めいか ﾊﾏﾀﾞ ﾒｲｶ 中3

2 東邦高 10818 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高3
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 10816 西村しほり ﾆｼﾑﾗ ｼﾎﾘ 高1

10815 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高2
10813 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高3

3 ＮＩＳＰＯ 11075 永井友梨絵 ﾅｶﾞｲ ﾕﾘｴ 高2
NISPO 11079 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 高2

11081 藤嶋　冬美 ﾌｼﾞｼﾏ ﾌﾕﾐ 高1
11077 空久保絵美 ｿﾗｸﾎﾞ ｴﾐ 中3

4 ル・土気 10279 近藤　香織 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｵﾘ 高2
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 10280 若松　芽依 ﾜｶﾏﾂ ﾒｲ 中3

10282 塙　紗佑里 ﾊﾅﾜ ｻﾕﾘ 中3
10281 土田湖都子 ﾂﾁﾀﾞ ｺﾄｺ 高3

5 大船ＳＣ 10621 籾浦　黎奈 ﾓﾐｳﾗ ﾚﾅ 中2
ｵｵﾌﾅSC 10618 仲倉理亜子 ﾅｶｸﾗ ﾘｱｺ 高3

10620 籾浦　璃奈 ﾓﾐｳﾗ ﾘﾅ 高1
10619 椿　　涼佳 ﾂﾊﾞｷ ｽｽﾞｶ 高2

6 ｲﾄﾏﾝ富田林 11032 阿部　成美 ｱﾍﾞ ﾅﾙﾐ 中3
ｲﾄﾄﾝﾀﾞﾊﾞ 11033 西川奈穂子 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｺ 高2

11035 尾崎　里紗 ｵｻﾞｷ ﾘｻ 中3
11034 太田　里奈 ｵｵﾀ ﾘﾅ 中1

7 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 10550 大橋　　舞 ｵｵﾊｼ ﾏｲ 高1
ｾ･ﾌﾁｭｳ 10549 斉藤　美雪 ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ 中3

10548 山崎　理恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｴ 高1
10547 恩田　一実 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 高3

8 世田谷ＳＳ 10502 木下　綾乃 ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾉ 高1
ｾﾀｶﾞﾔSS 10500 藤本　紗綾 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔ 高1

10501 平山　葉子 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｳｺ 中3
10495 阿久津江梨子 ｱｸﾂ ｴﾘｺ 中3

9 かしまＡＺ 10542 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 中2
ｶｼﾏAZ 10538 岩谷みづき ｲﾜﾔ ﾐﾂﾞｷ 高1

10543 豊岡　桜子 ﾄﾖｵｶ ｻｸﾗｺ 高1
10540 今井　有妃 ｲﾏｲ ﾕｷ 中3

10 愛知淑徳高 10794 竹迫　麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高3
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 10795 坪内　　彩 ﾂﾎﾞｳﾁ ｱﾔ 高3

10791 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高3
10796 鈴木絵津子 ｽｽﾞｷ ｴﾂｺ 高1
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第29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   5組 日本記録  4:04.16
ＣＳ                大会記録  4:14.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 イトマン京都 10942 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高3

ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 高校 10944 平岡　千裕 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ 高2
10943 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 高1
10941 津下　尚子 ﾂｹﾞ ﾅｵｺ 高1

2 ＪＳＳ立石 10393 岡本明日香 ｵｶﾓﾄ ｱｽｶ 高2
JSSﾀﾃｲｼ 10397 田辺テレサ ﾀﾅﾍﾞ ﾃﾚｻ 高3

10398 林　ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 高2
10395 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中3

3 福島ＳＳ 10081 宍戸さつき ｼｼﾄﾞ ｻﾂｷ 中3
ﾌｸｼﾏSS 10079 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高3

10083 加藤　　和 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 高2
10080 高橋　恵美 ﾀｶﾊｼ ｴﾐ 中3

4 愛み大瑞穂高 10804 金山あゆみ ｶﾅﾔﾏ ｱﾕﾐ 高2
ﾐｽﾞﾎｺｳｺｳ 高校 10806 水谷　優花 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｶ 高2

10803 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 高2
10805 小穴　夏美 ｺｱﾅ ﾅﾂﾐ 高3

5 NaluAquatic 10285 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中3
NaluAC 10287 村上　優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 高1

10284 吉田　理紗 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 高2
10286 森田　麻美 ﾓﾘﾀ ｱｻﾐ 高2

6 東京ＳＣ 10399 矢ケ崎萌美 ﾔｶﾞｻｷ ﾓｴﾐ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 10406 水野江里子 ﾐｽﾞﾉ ｴﾘｺ 中3

10411 中村　咲子 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ 高1
10405 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 高3

7 守口イトマン 11003 大山　貴子 ｵｵﾔﾏ ﾀｶｺ 中3
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏﾝ 11005 久保田有貴 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 高2

11004 片山　美穂 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾎ 高3
11001 龍神　沙映 ﾘｭｳｼﾞﾝ ｻｴ 中3

8 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10426 青木　恵美 ｱｵｷ ｴﾐ 高2
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 10423 小川　眞朋 ｵｶﾞﾜ ﾏﾎ 中3

10419 菊地ゆめみ ｷｸﾁ ﾕﾒﾐ 高1
10424 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ 高3

9 アシスト 10051 小椋　翔子 ｵｸﾞﾗ ｼｮｳｺ 高2
ｱｼｽﾄ 高校 10047 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 高3

10050 小出　麻未 ｺｲﾃﾞ ﾏﾐ 高3
10048 佐藤　里香 ｻﾄｳ ﾘｶ 高3

10 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 10316 大森はるか ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｶ 中3
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 10312 越山あゆ美 ｺｼﾔﾏ ｱﾕﾐ 高1

10315 川島　優花 ｶﾜｼﾏ ﾕｶ 高1
10314 神戸　真美 ｶﾝﾍﾞ ﾏﾐ 中3
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第29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   5組 日本記録  4:04.16
ＣＳ                大会記録  4:14.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 フィッツＳＣ 10695 柿沼　鈴奈 ｶｷﾇﾏ ﾚｲﾅ 高3

ﾌｨｯﾂSC 高校 10699 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 高2
10694 一之瀬美樹 ｲﾁﾉｾ ﾐｷ 高1
10696 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高3

2 金沢SC三十苅 10763 伊藤　桐子 ｲﾄｳ ｷﾘｺ 高2
ｶﾅｻﾞﾜｻﾝｼ 高校 10765 寺坂　　泉 ﾃﾗｻｶ ｲｽﾞﾐ 高2

10766 西　　結花 ﾆｼ ﾕｶ 高2
10768 東　　真未 ﾋｶﾞｼ ﾏﾐ 高1

3 桐蔭学園高校 10575 田中　梨沙 ﾀﾅｶ ﾘｻ 高3
ﾄｳｲﾝｺｳｺｳ 高校 10577 八木　春佳 ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 高2

10570 首藤ゆかり ｽﾄｳ ﾕｶﾘ 高3
10571 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高3

4 ＪＳＳ八王子 10528 熊沢　歩美 ｸﾏｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 10536 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 中3

10527 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中3
10531 市川あさひ ｲﾁｶﾜ ｱｻﾋ 高3

5 藤村ＳＳ 10434 堤　　唯香 ﾂﾂﾐ ﾕｲｶ 高1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 10433 山崎　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高3

10430 宮本　悠衣 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｲ 中2
10436 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高3

6 アクアマリン 10515 樋熊　彩美 ﾋｸﾞﾏ ｱﾔﾐ 高3
ｱｸｱﾏﾘﾝ 高校 10525 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 高1

10523 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高3
10517 加藤　亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 高2

7 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 11022 岡田　智香 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 高1
ﾋﾗｶﾀSS 11019 川上　紗季 ｶﾜｶﾐ ｻｷ 高2

11018 田淵　まや ﾀﾌﾞﾁ ﾏﾔ 高2
11026 山田　明美 ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 中3

8 太成学院大高 10972 柏原　仁美 ｶｼﾊﾗ ﾋﾄﾐ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 10961 宮城　紗姫 ﾐﾔｷﾞ ｻｷ 高1

10967 松田奈穂子 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾎｺ 高2
10965 三浦　彩加 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 高1

9 群馬藤岡ＳＳ 10152 福田　智代 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ 高2
ﾌｼﾞｵｶ 高校 10151 田村　あい ﾀﾑﾗ ｱｲ 高3

10147 西川　　希 ﾆｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 高1
10149 赤井　美穂 ｱｶｲ ﾐﾎ 高1

10 成増ロンド 10511 松井　聡子 ﾏﾂｲ ｻﾄｺ 高1
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 10514 尾上　遥奈 ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 中2

10513 渡辺　孝美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾐ 高2
10512 西脇沙由里 ﾆｼﾜｷ ｻﾕﾘ 高3
Page: 4/5 Printing: 2006/08/28 14:43:43

群  馬

東  京

加　盟

東  京

東  京

大  阪

大  阪

山  梨

石  川

神奈川

東  京



第29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   5組 日本記録  4:04.16
ＣＳ                大会記録  4:14.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 横河ＳＣ 10459 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高3

ﾖｺｶﾞﾜSC 10460 小山　絵里 ｺﾔﾏ ｴﾘ 中3
10462 土方かおり ﾋｼﾞｶﾀ ｶｵﾘ 高1
10461 田中　綾音 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 高2

2 都立駒場 10344 根本　美里 ﾈﾓﾄ ﾐｻﾄ 高3
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 10342 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 高1

10349 土方なつき ﾋｼﾞｶﾀ ﾅﾂｷ 高3
10347 村井亜紗子 ﾑﾗｲ ｱｻｺ 高3

3 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 10470 窪田　麻里 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘ 中3
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 10472 川田　夏海 ｶﾜﾀ ﾅﾂﾐ 高3

10469 関口真美子 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾐｺ 高2
10473 冨樫　愛美 ﾄｶﾞｼ ｱｲﾐ 高1

4 イトマン東海 10810 鈴川　麻美 ｽｽﾞｶﾜ ｱｻﾐ 高1
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 高校 10808 福岡もえみ ﾌｸｵｶ ﾓｴﾐ 高3

10812 大井　菜美 ｵｵｲ ﾅﾐ 高1
10811 沖田　千波 ｵｷﾀ ﾁﾅﾐ 高1

5 イトマン 10986 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 10976 橋本　千佳 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 高2

10974 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高3
10982 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高2

6 九州女子高校 11204 清水　桜子 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗｺ 高3
ｷｭｳｼﾞｮ 高校 11205 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高3

11206 廣瀬　由佳 ﾋﾛｾ ﾕｶ 高2
11202 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ 高1

7 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 10307 国原　典子 ｸﾆﾊﾗ ﾉﾘｺ 高2
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 10310 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 高1

10304 岡田真由子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾕｺ 中1
10306 高橋　諒帆 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ 高3

8 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂﾂﾑｷﾞ 10093 谷家　悠海 ﾀﾆﾔ ﾕｳﾐ 高1
Wﾒｲﾂﾂﾑｷﾞ 高校 10090 浦井　瑶希 ｳﾗｲ ﾀﾏｷ 高3

10091 加藤　瑞樹 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 高1
10092 高橋絵理沙 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｻ 高1

9 御幸ヶ原ＳＳ 10133 東　志穂梨 ｱｽﾞﾏ ｼｵﾘ 高3
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 10127 三重野有貴 ﾐｴﾉ ﾕｷ 中3

10130 秋元　彩香 ｱｷﾓﾄ ｻｲｶ 中3
10128 三田寺菜摘 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾅﾂﾐ 中3

10 金田ＳＣ 10374 高柳　玲子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾚｲｺ 高3
ｶﾈﾀﾞSC 高校 10380 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 高2

10379 青木　美幸 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 高3
10378 星　亜有美 ﾎｼ ｱﾕﾐ 高2
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