
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.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 愛知淑徳高 10796 鈴木絵津子 ｽｽﾞｷ ｴﾂｺ 高1
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 10794 竹迫　麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高3

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

5 和歌山北高校 11127 北野　まゆ ｷﾀﾉ ﾏﾕ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11129 有本麻衣那 ｱﾘﾓﾄ ﾏｲﾅ 高3

11130 高出　未来 ﾀｶﾃﾞ ﾐｸ 高2
11125 中西夏奈子 ﾅｶﾆｼ ｶﾅｺ 高1

6 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 10105 野見山　萌 ﾉﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 中3
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 10103 松本　　薫 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾙ 高3

10100 吉田みゆき ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 高3
10104 平山瑛梨奈 ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘﾅ 高2
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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.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 10120 上野　未貴 ｳｴﾉ ﾐｷ 中2

F-BIG 10121 森　　温美 ﾓﾘ ｱﾂﾐ 高3
10123 鶴見安香音 ﾂﾙﾐ ｱｶﾈ 中3
10124 鈴木　翔子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 高2

2 ＢＳＳ古賀 11217 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ 高1
BSSｺｶﾞ 高校 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
11218 松本　千鶴 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ 高1

3 京都文教高 10913 西田あゆみ ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 高1
ｷｮﾄﾌﾞﾝｷｮ 高校 10911 山崎真斗香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 高3

10914 木村　彩美 ｷﾑﾗ ｱﾔﾐ 高3
10912 山本真由香 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高3

4 北陸大谷高校 10756 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高3
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 10755 梅田　　夏 ｳﾒﾀﾞ ﾅﾂ 高1

10750 下中　千明 ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ 高1
10749 岡野　桜子 ｵｶﾉ ｻｸﾗｺ 高3

5 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

11203 松浦　　光 ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾙ 高1
11202 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ 高1

6 埼玉栄 10183 小舘　彩佳 ｺﾀﾞﾃ ｱﾔｶ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10188 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高3

10181 荒木　翔子 ｱﾗｷ ｼｮｳｺ 高3
10186 斉藤　歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 高2

7 KONAMI東加古 11089 平井　由起 ﾋﾗｲ ﾕｷ 中2
ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 11087 河本　　紬 ｺｳﾓﾄ ﾂﾑｷﾞ 高2

11088 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高2
11090 笘井　柚伽 ﾄﾏｲ ﾕｶ 中2

8 市尼崎高 11058 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高3
ｲﾁｱﾏ 高校 11056 市場　　愛 ｲﾁﾊﾞ ｱｲ 高3

11061 瀬津佳名子 ｾﾂ ｶﾅｺ 高1
11066 尾崎　智恵 ｵｻｷ ﾁｴ 高2

9 京都外大西高 10922 村上　　舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 高3
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 10917 岡本佐知子 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ 高3

10916 永峰　麻美 ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｻﾐ 高1
10921 小林　千明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ 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.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

3組
1 ウェルビ水口 10905 畑中　マヤ ﾊﾀﾅｶ ﾏﾔ 高3

ｳｪﾙﾋﾞﾐﾅｸ 10902 伊藤　鈴香 ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 高3
10903 永井　喜子 ﾅｶﾞｲ ﾕｷｺ 高2
10904 清水　梓帆 ｼﾐｽﾞ ｼﾎ 中2

2 愛み大瑞穂高 10807 福嶋　沙織 ﾌｸｼﾏ ｻｵﾘ 高1
ﾐｽﾞﾎｺｳｺｳ 高校 10803 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 高2

10802 加藤さゆり ｶﾄｳ ｻﾕﾘ 高1
10805 小穴　夏美 ｺｱﾅ ﾅﾂﾐ 高3

3 太成学院大高 10961 宮城　紗姫 ﾐﾔｷﾞ ｻｷ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 10965 三浦　彩加 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 高1

10963 肱岡紗也佳 ﾋｼﾞｵｶ ｻﾔｶ 高3
10964 今村　可奈 ｲﾏﾑﾗ ｶﾅ 高3

4 イトマン京都 10941 津下　尚子 ﾂｹﾞ ﾅｵｺ 高1
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
10942 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高3

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

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 藤村ＳＳ 10436 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 10430 宮本　悠衣 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｲ 中2

10432 作道　　舞 ﾂｸﾘﾐﾁ ﾏｲ 高1
10433 山崎　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高3

7 大井ＳＳ 棄権
ｵｵｲｽｲﾐﾝｸ

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 10092 高橋絵理沙 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｻ 高1

10091 加藤　瑞樹 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 高1
10090 浦井　瑶希 ｳﾗｲ ﾀﾏｷ 高3

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 10149 赤井　美穂 ｱｶｲ ﾐﾎ 高1

10148 赤井　愛美 ｱｶｲ ﾏﾅﾐ 中1
10147 西川　　希 ﾆｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 高1

10 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 高校 10417 阿部　祥子 ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 高1

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

4組
1 九段高校 10338 今成　良美 ｲﾏﾅﾘ ﾖｼﾐ 高1

ｸﾀﾞﾝｺｳｺｳ 高校 10337 香野　咲紀 ｺｳﾉ ｻｷ 高1
10340 半田　梨恵 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｴ 高2
10339 小林　明澄 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 高3

2 サギヌマＳＣ 10581 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 高1
ｻｷﾞﾇﾏSC 10579 青木真亜弥 ｱｵｷ ﾏｱﾔ 中3

10582 梅原　　舞 ｳﾒﾊﾗ ﾏｲ 高1
10578 海口　綾乃 ｶｲｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 高3

3 ユアーＳＣ 10326 中野　彩望 ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ 高1
ﾕｱｰSC 10325 西山　佳子 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼｺ 中3

10321 吉井　莉恵 ﾖｼｲ ﾘｴ 高3
10322 佐々木玲奈 ｻｻｷ ﾚｲﾅ 高3

4 福島ＳＳ 10080 高橋　恵美 ﾀｶﾊｼ ｴﾐ 中3
ﾌｸｼﾏSS 10083 加藤　　和 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 高2

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

5 アクアマリン 10519 吉田　育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 高1
ｱｸｱﾏﾘﾝ 高校 10523 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高3

10518 亀田　　萌 ｶﾒﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ 高2
10517 加藤　亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 高2

6 イトマン 10982 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 10993 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ 高1

10974 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高3
10988 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高3

7 ＯＫＳＳ 11184 井上　聖香 ｲﾉｳｴ ｾｲｶ 高3
OKSS 11186 竹林　　優 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 中3

11187 福永　喜子 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｷｺ 高2
11185 延　奈留美 ﾉﾌﾞ ﾅﾙﾐ 高1

8 桐蔭学園高校 10565 河崎　綾子 ｶﾜｻｷ ｱﾔｺ 高2
ﾄｳｲﾝｺｳｺｳ 高校 10571 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高3

10576 藤田　佳那 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 高2
10572 折川　恵理 ｵﾘｶﾜ ｴﾘ 高3

9 ＳＡ松任 10759 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高3
SAﾏｯﾄｳ 高校 10760 垣内　綾乃 ｶｷｳﾁ ｱﾔﾉ 高2

10761 畠山　鮎美 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 高1
10762 北村　美季 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾂｷ 高1

10 都立駒場 10341 関　　優花 ｾｷ ﾕｶ 高1
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 10342 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 高1

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

5組
1 小松笑泳塾 10063 早坂　みく ﾊﾔｻｶ ﾐｸ 高3

ｺﾏﾂｼｮｳｴｲ 10064 東瀬　香菜 ﾄｳｾ ｶﾅ 中1
10062 三浦　　悠 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 高1
10065 東瀬由希菜 ﾄｳｾ ﾕｷﾅ 高3

2 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 11026 山田　明美 ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 11021 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 高2

11020 雨森　多美 ｱﾒﾓﾘ ﾀﾐ 高2
11022 岡田　智香 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 高1

3 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 10306 高橋　諒帆 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ 高3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 高校 10307 国原　典子 ｸﾆﾊﾗ ﾉﾘｺ 高2

10310 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 高1
10305 海野真理奈 ｳﾐﾉ ﾏﾘﾅ 高3

4 フィッツＳＣ 10699 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 高2
ﾌｨｯﾂSC 高校 10696 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高3

10698 清水　一葉 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾊ 高3
10695 柿沼　鈴奈 ｶｷﾇﾏ ﾚｲﾅ 高3

5 金田ＳＣ 10373 吉田英里子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 中2
ｶﾈﾀﾞSC 10380 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 高2

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

6 東京ＳＣ 10411 中村　咲子 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 高校 10399 矢ケ崎萌美 ﾔｶﾞｻｷ ﾓｴﾐ 高1

10403 高橋　彩可 ﾀｶﾊｼ ｻｲｶ 高1
10405 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 高3

7 三菱養和ＳＳ 10442 田中みず穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 高2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 10441 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 高2

10440 高橋　　彩 ﾀｶﾊｼ ｱﾔ 高2
10438 桑端　幸永 ｸﾜﾊﾞﾀ ｻｷｴ 高2

8 ＮＩＳＰＯ 11079 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 高2
NISPO 11081 藤嶋　冬美 ﾌｼﾞｼﾏ ﾌﾕﾐ 高1

11076 近藤亜沙美 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻﾐ 高3
11077 空久保絵美 ｿﾗｸﾎﾞ ｴﾐ 中3

9 ＪＳＳ八王子 10531 市川あさひ ｲﾁｶﾜ ｱｻﾋ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 10528 熊沢　歩美 ｸﾏｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 高3

10527 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中3
10536 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 中3

10 イトマン東京 10465 吉川　夏唯 ﾖｼｶﾜ ｶｲ 高3
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 10468 服部　るい ﾊｯﾄﾘ ﾙｲ 中3

10464 稲葉　七美 ｲﾅﾊﾞ ﾅﾅﾐ 中3
10467 猪熊　亜美 ｲﾉｸﾏ ｱﾐ 中1
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