
第29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.191 女子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:42.23
１３～１４歳        大会記録  3:51.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 KONAMI東加古 3312 長谷川千歩 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾎ 中1
ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 中学 3306 済木　　幸 ｻｲｷ ｻﾁ 中1

3305 井上　優芽 ｲﾉｳｴ ﾕﾒ 中1
3313 直井　杏奈 ﾅｵｲ ｱﾝﾅ 中1

3 東京ＳＣ 1474 永井　　舞 ﾅｶﾞｲ ﾏｲ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1446 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 中1

1481 逆井　　結 ｻｶｻｲ ﾕｲ 中2
1483 宮下　祥子 ﾐﾔｼﾀ ｻﾁｺ 中1

4 藤村ＳＳ 1531 佐藤　　恋 ｻﾄｳ ﾚﾝ 中2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 1532 山崎　芙蓉 ﾔﾏｻｷ ﾌﾖｳ 中1

1538 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 中1
1530 宮本　悠衣 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｲ 中2

5 パル紀の川 11592 上高　　香 ｳｴｺｳ ｶｵﾙ 中2
ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ 中学 3509 前川知佳子 ﾏｴｶﾜ ﾁｶｺ 中1

11594 棚田　有理 ﾀﾅﾀﾞ ﾕﾘ 中1
11593 宮井　智子 ﾐﾔｲ ﾁｺ 中2

6 秋田ＡＣ 279 小林明日香 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 中2
ｱｷﾀAC 中学 280 石井　　希 ｲｼｲ ﾉｿﾞﾐﾞ 中2

277 小山　雅子 ｺﾔﾏ ﾏｻｺ 中1
273 井上　未来 ｲﾉｳｴ ﾐｸ 中1

7 神鉄ＳＳ 3374 山本　　茜 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾈ 中2
ｼﾝﾃﾂSS 中学 3371 河村　陽葉 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾊ 中1

3376 長谷川怜央奈 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｵﾅ 中2
3372 丸山里津子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾂｺ 中1

8
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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.191 女子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:42.23
１３～１４歳        大会記録  3:51.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 イトマン埼玉 892 川勝　美輝 ｶﾜｶﾂ ﾐｷ 中1

ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 中学 896 中村友梨香 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 中1
895 竹内　麻佑 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕ 中1
925 小野里綾子 ｵﾉｻﾞﾄ ｱﾔｺ 中1

2 KTV豊中 3110 山本富美子 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐｺ 中1
KTVﾄﾖﾅｶ 中学 3109 櫛田　夏織 ｸｼﾀﾞ ｶｵﾘ 中1

3111 伏田いずみ ﾌｼﾀ ｲｽﾞﾐ 中1
3108 永島　　萌 ﾅｶﾞｼﾏ ﾓｴ 中2

3 名古屋ＳＣ 2693 五島　　舞 ｺﾞｼﾏ ﾏｲ 中2
ﾅｺﾞﾔSC 中学 2701 大石　恵梨 ｵｵｲｼ ｴﾘ 中2

2697 水谷　潮美 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｵﾐ 中1
2689 伊藤　綾花 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 中1

4 鶴岡ＳＣ 317 本間あかり ﾎﾝﾏ ｱｶﾘ 中1
ﾂﾙｵｶSC 中学 315 粕谷　凪々 ｶｽﾔ ﾅﾅ 中1

303 岩浪　友里 ｲﾜﾅﾐ ﾕｳﾘ 中1
301 安中つぐみ ｱﾝﾅｶ ﾂｸﾞﾐ 中2

5 金町ＳＣ 1357 中村　　藍 ﾅｶﾑﾗ ｱｲ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1365 矢島永梨奈 ﾔｼﾞﾏ ｴﾘﾅ 中1

1372 小林　沙衣 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ 中2
1373 小澤真里奈 ｵｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 中1

6 太陽教育ＳＣ 1400 鈴木　結奈 ｽｽﾞｷ ﾕﾅ 中2
T･K･S･C 中学 1398 村上　侑衣 ﾑﾗｶﾐ ﾕｲ 中2

1397 森下ミユキ ﾓﾘｼﾀ ﾐﾕｷ 中2
1395 佐野愛梨紗 ｻﾉ ｱﾘｻ 中2

7 かしまＡＺ 1870 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1864 一ノ谷麻衣 ｲﾁﾉﾀﾆ ﾏｲ 中1

1852 香山　真琴 ｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 中1
1866 吉田美香子 ﾖｼﾀﾞ ﾐｶｺ 中1

8 イトマン館林 615 内田　有紀 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷ 中2
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 中学 612 田部井優穂 ﾀﾍﾞｲ ﾕﾎ 中2

604 山口紫緒梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾘ 中1
607 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 中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.191 女子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:42.23
１３～１４歳        大会記録  3:51.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 林　水泳教室 1963 小野　　桜 ｵﾉ ｻｸﾗ 中2

ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 中学 1967 中堀　由希 ﾅｶﾎﾘ ﾕｷ 中1
1959 伊瀬谷早織 ｲｾﾔ ｻｵﾘ 中2
1968 福原　梨紗 ﾌｸﾊﾗ ﾘｻ 中2

2 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1928 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ 中1
ｾ･ﾌﾁｭｳ 中学 1926 宮　　萌子 ﾐﾔ ﾓｴｺ 中2

1932 大友　爽香 ｵｵﾄﾓ ｻﾔｶ 中1
1933 町田　栞里 ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ 中1

3 枚方ＳＳ 3213 田原　麻捺 ﾀﾊﾗ ｱｻﾅ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 3217 伊藤　加奈 ｲﾄｳ ｶﾅ 中1

3215 石綿　美咲 ｲｼﾜﾀ ﾐｻｷ 中1
3212 有岡由佳理 ｱﾘｵｶ ﾕｶﾘ 中2

4 春日部中央 1032 須藤　　忍 ｽﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ 中1
ﾁｭｳｵｳSS 中学 1033 生越　彩香 ｵｺﾞｼ ｱﾔｶ 中2

1036 南村　美帆 ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾐﾎ 中1
1034 早川　美紀 ﾊﾔｶﾜ ﾐｷ 中1

5 KONAMI西葛西 1566 田渕　花恵 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 中2
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1558 杉山　晴菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 中2

1556 松竹　涼子 ﾏﾂﾀｹ ﾘｮｳｺ 中1
1565 田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ 中2

6 イトマン函館 77 狩野　理紗 ｶﾘﾉ ﾘｻ 中1
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 中学 74 佐藤　真子 ｻﾄｳ ﾏｺ 中2

82 清水　明恵 ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 中2
71 宮川　郁伽 ﾐﾔｶﾜ ﾌﾐｶ 中2

7 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1207 岩城　美良 ｲﾜｼﾛ ﾐﾗ 中2
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 中学 1223 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 中1

1204 榎本　梨沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 中2
1220 徳島　　栞 ﾄｸｼﾏ ｼｵﾘ 中2

8 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 1676 伊藤千凪海 ｲﾄｳ ﾁﾅﾐ 中1
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 中学 1678 岩本　一美 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 中2

1681 堀田　真有 ﾎｯﾀ ﾏﾕ 中2
1682 濱田　瑠璃 ﾊﾏﾀﾞ ﾙﾘ 中1

Page: 3/6 Printing: 2007/03/30 15:17:43

千  葉

東  京

加　盟

大  阪

埼  玉

東  京

北海道

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.191 女子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:42.23
１３～１４歳        大会記録  3:51.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 長野ＳＳ 2464 矢原　　舞 ﾔﾊﾞﾗ ﾏｲ 中2

ﾅｶﾞﾉSS 中学 2462 小橋　侑奈 ｺﾊｼ ﾕﾅ 中1
2463 竹内　芽衣 ﾀｹｳﾁ ﾒｲ 中2
2461 下倉　　葵 ｼﾀｸﾗ ｱｵｲ 中2

2 イトマン東海 2676 岡澤　宏美 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 中2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 中学 2686 堀　　りな ﾎﾘ ﾘﾅ 中2

2678 隅田　華菜 ｽﾐﾀﾞ ｶﾅ 中2
2682 川除　結花 ｶﾜﾖｹ ﾕｶ 中1

3 ジャパン丸亀 3633 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 中2
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 中学 3641 濱口　裕香 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 中2

3640 平池　杏菜 ﾋﾗｲｹ ｱﾝﾅ 中2
3637 土岐　彩香 ﾄｷ ｱﾔｶ 中2

4 ＪＳＳ長岡 2483 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 中1
JSSﾅｶﾞｵｶ 中学 2480 玉井恵理子 ﾀﾏｲ ｴﾘｺ 中2

2485 綿貫めぐみ ﾜﾀﾇｷ ﾒｸﾞﾐ 中2
2481 高野　紗永 ﾀｶﾉ ｻｴ 中2

5 成増ロンド 1818 高柴　瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞ ﾙｲ 中1
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 中学 1819 清水　　香 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 中2

1824 尾上　遥奈 ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 中2
1822 村田　裕奈 ﾑﾗﾀ ﾕﾅ 中2

6 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 2209 猪狩　玲名 ｲｶﾞﾘ ﾚｲﾅ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学 2207 森　智沙美 ﾓﾘ ﾁｻﾐ 中2

2200 江本　沙織 ｴﾓﾄ ｻｵﾘ 中2
2211 柏木　佳津 ｶｼﾜｷﾞ ｶｽﾞ 中2

7 KONAMI大野城 3756 中野　夕奈 ﾅｶﾉ ﾕｳﾅ 中2
ｺﾅﾐｵｵﾉｼ 中学 3755 村上　陽香 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 中2

3753 荻本　祥子 ｵｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｺ 中2
3754 岩永　有加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｶ 中2

8 ル・札幌平岸 20 上田　　翼 ｳｴﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 中1
ﾙ･ｻｯﾎﾟﾛ 中学 13 三重野花菜 ﾐｴﾉ ｶﾅ 中1

16 舟山　幹菜 ﾌﾅﾔﾏ ｶﾝﾅ 中2
23 大森　愛弓 ｵｵﾓﾘ ｱﾕﾐ 中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.191 女子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:42.23
１３～１４歳        大会記録  3:51.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 アクアマリン 1830 森　ひかり ﾓﾘ ﾋｶﾘ 中2

ｱｸｱﾏﾘﾝ 中学 1827 兼田　雅美 ｶﾈﾀ ﾏｻﾐ 中1
1828 志村　真里 ｼﾑﾗ ﾏﾘ 中2
1829 小宮山きらら ｺﾐﾔﾏ ｷﾗﾗ 中2

2 イトマン安中 620 真下　莉奈 ﾏｼﾓ ﾘﾅ 中2
ｲﾄﾏﾝｱﾝﾅｶ 中学 624 北村　志歩 ｷﾀﾑﾗ ｼﾎ 中2

622 沢崎　　茜 ｻﾜｻﾞｷ ｱｶﾈ 中1
619 三浦　裕実 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾐ 中2

3 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2319 吉田ちあき ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ 中2
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 中学 2316 岩崎有加里 ｲﾜｻｷ ﾕｶﾘ 中1

2327 池田　　茜 ｲｹﾀﾞ ｱｶﾈ 中1
2322 江見　涼香 ｴﾐ ｽｽﾞｶ 中1

4 あかやまＳＳ 435 小野澤　遥 ｵﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中3
ｱｶﾔﾏSS 中学 434 篠村美優輝 ｼﾉﾑﾗ ﾐﾕｷ 中2

433 高田　愛美 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中2
439 内川　友希 ｳﾁｶﾜ ﾕｳｷ 中2

5 後楽園調布 1745 遠山　美穂 ﾄｵﾔﾏ ﾐﾎ 中1
ｺｳﾗｸｴﾝSS 中学 1747 桑田　　冴 ｸﾜﾀ ｻｴ 中2

1748 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 中1
1759 鈴木　彩香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 中1

6 柏洋・柏 1139 堀口　菜花 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅﾉｶ 中2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 中学 1145 佐藤　愛菜 ｻﾄｳ ｴﾅ 中2

1140 和田真由香 ﾜﾀﾞ ﾏﾕｶ 中1
1146 森谷　　史 ﾓﾘﾔ ﾌﾐ 中1

7 ル・土気 1114 野本　葉子 ﾉﾓﾄ ﾖｳｺ 中2
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 中学 1111 富安　理嘉 ﾄﾐﾔｽ ﾘｶ 中1

1113 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 中1
1115 稲葉沙椰之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾔﾉ 中1

8 イトマン前橋 659 小野里　彩 ｵﾉｻﾞﾄ ｱﾔ 中2
ｲﾄﾏﾏｴﾊﾞｼ 中学 656 狩野　　葵 ｶﾉｳ ｱｵｲ 中2

664 星野　瑞沙 ﾎｼﾉ ﾐｽﾞｻ 中1
657 小板橋鞠佳 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾘｶ 中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.191 女子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:42.23
１３～１４歳        大会記録  3:51.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ世田谷 1693 元藤　春奈 ｹﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 中2

ｾ･ｾﾀｶﾞﾔ 中学 1696 大田　紗也 ｵｵﾀ ｻﾔ 中2
1701 荻原　未沙 ｵｷﾞﾜﾗ ﾐｻ 中2
1704 鎌苅　杏奈 ｶﾏｶﾘ ｱﾝﾅ 中2

2 イ大教二本松 377 菅野　史恵 ｶﾝﾉ ﾌﾐｴ 中2
ｲﾄﾏﾝﾆﾎﾝﾏ 中学 369 伊藤可奈子 ｲﾄｳ ｶﾅｺ 中1

371 高橋　沙季 ﾀｶﾊｼ ｻｷ 中1
378 服部穂菜美 ﾊｯﾄﾘ ﾎﾅﾐ 中2

3 国見ＳＣ 229 安田　華子 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾅｺ 中1
ｸﾆﾐｽｲﾐﾝｸ 中学 232 山田　楓花 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶ 中1

231 結城　育海 ﾕｳｷ ｲｸﾐ 中1
234 早坂　李穂 ﾊﾔｻｶ ﾘﾎ 中1

4 イトマン 3097 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 3083 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 中2

3090 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 中1
3094 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 中2

5 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1312 森川　愛理 ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 1324 藤井真奈美 ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ 中1

1301 井上　絢華 ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ 中2
1304 岡本　明莉 ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 中1

6 三菱養和ＳＳ 1578 川辺　　晃 ｶﾜﾍﾞ ﾋｶﾙ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1571 伊東真理絵 ｲﾄｳ ﾏﾘｴ 中2

1575 黒澤　奏子 ｸﾛｻﾜ ｶﾅｺ 中2
1580 大高　真央 ｵｵﾀｶ ﾏｵ 中2

7 平針ＳＳ 2844 鵜飼　瑞季 ｳｶｲ ﾐｽﾞｷ 中2
ﾋﾗﾊﾞﾘSS 中学 2851 竹内　洋子 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｺ 中2

2853 播磨　季美 ﾊﾘﾏ ｽｴﾐ 中1
2852 湯浅　杏梨 ﾕｱｻ ｱﾝﾘ 中1

8 多摩ＩＳＣ 1726 内藤由里恵 ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｴ 中2
ﾀﾏISC 中学 1725 藤田　幸恵 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷｴ 中2

1728 武藤　千明 ﾑﾄｳ ﾁｱｷ 中2
1717 橋爪　友里 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕﾘ 中2
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