
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.193 女子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:46.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 日大藤沢 10713 山﨑可南子 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾅｺ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 10717 池田　麻季 ｲｹﾀﾞ ｱｻｷ 高1

10716 大熊　杏奈 ｵｵｸﾏ ｱﾝﾅ 高2
10714 小田　彩織 ｵﾀﾞ ｻｵﾘ 高2

3 愛み大瑞穂高 11004 福嶋　沙織 ﾌｸｼﾏ ｻｵﾘ 高1
ﾐｽﾞﾎｺｳｺｳ 高校 10999 加藤さゆり ｶﾄｳ ｻﾕﾘ 高1

11003 八木　友美 ﾔｷﾞ ﾄﾓﾐ 高2
11000 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 高2

4 市尼崎高 11320 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高3
ｲﾁｱﾏ 高校 11322 瀬津佳名子 ｾﾂ ｶﾅｺ 高1

11319 勝見　英里 ｶﾂﾐ ｴﾘ 高2
11325 尾崎　智恵 ｵｻｷ ﾁｴ 高2

5 日大高 10711 椿　　涼佳 ﾂﾊﾞｷ ｽｽﾞｶ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 10692 田中　美鈴 ﾀﾅｶ ﾐｽｽﾞ 高2

10707 大隅奈津子 ｵｵｽﾐ ﾅﾂｺ 高1
10691 田所　　遥 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｶ 高1

6 愛知淑徳高 10991 鈴木絵津子 ｽｽﾞｷ ｴﾂｺ 高1
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 10986 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高3

10990 坪内　　彩 ﾂﾎﾞｳﾁ ｱﾔ 高3
10989 竹迫　麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高3

7

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.193 女子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:46.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10510 桜沢ライラ ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾗｲﾗ 中2

ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 中学 10511 山﨑　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 中3
10512 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 中3
10518 内野　怜菜 ｳﾁﾉ ﾚｲﾅ 中2

2 イトマン東京 10561 吉川　夏唯 ﾖｼｶﾜ ｶｲ 高3
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 10564 服部　るい ﾊｯﾄﾘ ﾙｲ 中3

10560 稲葉　七美 ｲﾅﾊﾞ ﾅﾅﾐ 中3
10563 猪熊　亜美 ｲﾉｸﾏ ｱﾐ 中1

3 桐蔭学園 10819 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高3
ﾄｳｲﾝ 高校 10824 藤田　佳那 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 高2

10814 一木　梨乃 ｲﾁｷ ﾘﾉ 高2
10815 河崎　綾子 ｶﾜｻｷ ｱﾔｺ 高2

4 多摩ＩＳＣ 棄権
ﾀﾏISC

5 京都外大西高 11143 平岡　千裕 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ 高2
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 11134 永峰　麻美 ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｻﾐ 高1

11141 畑野　侑香 ﾊﾀﾉ ﾕｶ 高2
11145 里　　花梨 ｻﾄ ｶﾘﾝ 高2

6 ウェルビ水口 11118 畑中　マヤ ﾊﾀﾅｶ ﾏﾔ 高3
ｳｪﾙﾋﾞﾐﾅｸ 11117 清水　梓帆 ｼﾐｽﾞ ｼﾎ 中2

11116 永井　喜子 ﾅｶﾞｲ ﾕｷｺ 高2
11115 伊藤　鈴香 ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 高3

7 イトマン昭島 10639 三輪　愛実 ﾐﾜ ﾏﾅﾐ 高2
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 10636 宮坂　　忍 ﾐﾔｻｶ ｼﾉﾌﾞ 中3

10638 高瀬佳央里 ﾀｶｾ ｶｵﾘ 高1
10635 鎌田　香織 ｶﾏﾀ ｶｵﾘ 高1

8 KONAMI東加古 11349 河本　　紬 ｺｳﾓﾄ ﾂﾑｷﾞ 高2
ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 11351 平井　由起 ﾋﾗｲ ﾕｷ 中2

11350 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高2
11352 笘井　柚伽 ﾄﾏｲ ﾕｶ 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.193 女子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:46.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 埼玉栄 10238 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高3

ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10242 斉藤　歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 高2
10241 小舘　彩佳 ｺﾀﾞﾃ ｱﾔｶ 高3
10240 荒木　翔子 ｱﾗｷ ｼｮｳｺ 高3

2 東邦高 11011 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高2
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 11012 松岡　　茜 ﾏﾂｵｶ ｱｶﾈ 高1

11010 三輪　彩奈 ﾐﾜ ｱﾔﾅ 高1
11014 谷川　麻美 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高2

3 イトマン札幌 10010 小原　瞳美 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ 中2
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 10011 村中まいか ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ 中3

10012 田村　絵果 ﾀﾑﾗ ｴｶ 高1
10008 岩川紗知枝 ｲﾜｶﾜ ｻﾁｴ 高1

4 菊水ＳＳ 11244 宮城　紗姫 ﾐﾔｷﾞ ｻｷ 高1
ｷｸｽｲ 11246 大平真愛澪 ｵｵﾋﾗ ﾏｰﾚ 中1

11243 今村　可奈 ｲﾏﾑﾗ ｶﾅ 高3
11245 今村穂奈美 ｲﾏﾑﾗ ﾎﾅﾐ 中3

5 サギヌマＳＣ 10725 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 高1
ｻｷﾞﾇﾏSC 10722 青木真亜弥 ｱｵｷ ﾏｱﾔ 中3

10721 海口　綾乃 ｶｲｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 高3
10726 梅原　　舞 ｳﾒﾊﾗ ﾏｲ 高1

6 ＢＳＳ古賀 11533 川尾有莉沙 ｶﾜｵ ｱﾘｻ 高1
BSSｺｶﾞ 11532 松本　千鶴 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ 高1

11534 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 高1
11530 坂上　亜衣 ｻｶｶﾞﾐ ｱｲ 中3

7 九段高校 10403 今成　良美 ｲﾏﾅﾘ ﾖｼﾐ 高1
ｸﾀﾞﾝｺｳｺｳ 高校 10402 香野　咲紀 ｺｳﾉ ｻｷ 高1

10405 半田　梨恵 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｴ 高2
10404 小林　明澄 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 高3

8 Ｆ－ＢＩＧ 10186 鶴見安香音 ﾂﾙﾐ ｱｶﾈ 中3
F-BIG 10183 上野　未貴 ｳｴﾉ ﾐｷ 中2

10181 市川　綾花 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 高3
10187 鈴木　翔子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 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   6組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:46.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ＳＡ松任 10918 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高3

SAﾏｯﾄｳ 高校 10920 畠山　鮎美 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 高1
10919 垣内　綾乃 ｶｷｳﾁ ｱﾔﾉ 高2
10921 北村　美季 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾂｷ 高1

2 三菱養和ＳＳ 10534 桑端　幸永 ｸﾜﾊﾞﾀ ｻｷｴ 高2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 10535 高久　　彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 中3

10541 田中みず穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 高2
10538 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 高2

3 北陸大谷高校 10914 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高3
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 10909 下中　千明 ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ 高1

10913 梅田　　夏 ｳﾒﾀﾞ ﾅﾂ 高1
10912 筒井　美帆 ﾂﾂｲ ﾐﾎ 高1

4 枚方ＳＳ 11273 山田　明美 ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 11267 雨森　多美 ｱﾒﾓﾘ ﾀﾐ 高2

11265 田淵　まや ﾀﾌﾞﾁ ﾏﾔ 高2
11268 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 高2

5 アクアマリン 10626 加藤　亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 高2
ｱｸｱﾏﾘﾝ 高校 10628 亀田　　萌 ｶﾒﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ 高2

10629 吉田　育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 高1
10627 亀崎　祐未 ｶﾒｻﾞｷ ﾕﾐ 高2

6 イトマン京都 11172 津下　尚子 ﾂｹﾞ ﾅｵｺ 高1
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 11171 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 中2

11174 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 高1
11173 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高3

7 ＪＳＳ八王子 10650 市川あさひ ｲﾁｶﾜ ｱｻﾋ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 10644 熊沢　歩美 ｸﾏｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 高3

10649 山咲　佑奈 ﾔﾏｻｸ ﾕｳﾅ 高1
10643 宮下　紅沙 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｻ 高2

8 藤村ＳＳ 10529 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 10523 細田　美妃 ﾎｿﾀﾞ ﾐｷ 高2

10525 山崎　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高3
10524 作道　　舞 ﾂｸﾘﾐﾁ ﾏｲ 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   6組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:46.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ユアーＳＣ 10391 中野　彩望 ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ 高1

ﾕｱｰSC 10390 西山　佳子 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼｺ 中3
10386 吉井　莉恵 ﾖｼｲ ﾘｴ 高3
10388 佐々木玲奈 ｻｻｷ ﾚｲﾅ 高3

2 イトマン埼玉 10305 鈴木　聖未 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 中2
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 10296 雨宮　未侑 ｱﾒﾐﾔ ﾐﾕｳ 中3

10299 山岸　奈央 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ 高1
10303 内田　麻美 ｳﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 高2

3 飛龍高校 10953 出光　正恵 ｲﾃﾞﾐﾂ ﾏｻｴ 高1
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 10941 瀬戸　　忍 ｾﾄ ｼﾉﾌﾞ 高2

10950 笹野　知恵 ｻｻﾉ ﾁｴ 高2
10939 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高2

4 柏洋・柏 10358 西田　沙月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂﾞｷ 中3
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 10348 西田　沙羅 ﾆｼﾀﾞ ｻﾗ 中2

10353 鈴木　　綾 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 高2
10349 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 高3

5 金田ＳＣ 10449 星　亜有美 ﾎｼ ｱﾕﾐ 高2
ｶﾈﾀﾞSC 10446 吉田英里子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 中2

10452 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 高2
10450 青木　美幸 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 高3

6 フィッツＳＣ 10839 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 高2
ﾌｨｯﾂSC 10833 一之瀬　栞 ｲﾁﾉｾ ｼｵﾘ 中3

10837 笹本なごみ ｻｻﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ 高2
10836 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高3

7 太成ＳＰ 11310 三浦　彩加 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 高1
ﾀｲｾｲSP 高校 11307 岩瀬　　遙 ｲﾜｾ ﾊﾙｶ 高1

11312 松田奈穂子 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｺ 高2
11308 肱岡紗也佳 ﾋｼﾞｵｶ ｻﾔｶ 高3

8 群馬ＳＳ 10199 正田千登勢 ｼｮｳﾀﾞ ﾁﾄｾ 高1
ｸﾞﾝﾏSS 10197 橘　　初美 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾂﾐ 中3

10202 鳥屋　博子 ﾄﾘﾔ ﾋﾛｺ 中3
10200 大井恵美里 ｵｵｲ ｴﾐﾘ 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.193 女子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:42.23
ＣＳ                大会記録  3:46.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 小松笑泳塾 10087 東瀬　香菜 ﾄｳｾ ｶﾅ 中1

ｺﾏﾂｼｮｳｴｲ 10085 三浦　　悠 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 高1
10086 石塚　早稀 ｲｼﾂﾞｶ ｻｷ 中1
10084 佐藤かすみ ｻﾄｳ ｶｽﾐ 高3

2 成増ロンド 10620 坂本　貴代 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾖ 高3
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 10621 松井　聡子 ﾏﾂｲ ｻﾄｺ 高1

10622 西脇沙由里 ﾆｼﾜｷ ｻﾕﾘ 高3
10619 伊藤　安奈 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 中3

3 東京ＳＣ 10485 高橋　彩可 ﾀｶﾊｼ ｻｲｶ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 10495 林　　真弓 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ 中3

10494 矢ケ崎萌美 ﾔｶﾞｻｷ ﾓｴﾐ 高1
10489 大島　　京 ｵｵｼﾏ ﾐﾔｺ 高1

4 イトマン 11218 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ 高1
ｲﾄﾏﾝ 高校 11199 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高3

11213 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高3
11207 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高2

5 Nalu Aquatic 10344 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中3
NaluAC 10341 吉田　理紗 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 高2

10343 宮武　郁実 ﾐﾔﾀｹ ｲｸﾐ 中3
10345 村上　優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 高1

6 西城陽高校 11157 槇村　征美 ﾏｷﾑﾗ ﾕｷﾐ 高1
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 11154 堤　　愛奈 ﾂﾂﾐ ｱｲﾅ 高2

11149 近藤　理英 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｴ 高2
11156 堀内　美希 ﾎﾘｳﾁ ﾐｷ 高2

7 ＪＳＳ立石 10477 海老沼　忍 ｴﾋﾞﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 中3
JSSﾀﾃｲｼ 中学 10480 竹内　礼奈 ﾀｹｳﾁ ﾚﾅ 中3

10478 小林　崚花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 中3
10479 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中3

8 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 10667 大橋　　舞 ｵｵﾊｼ ﾏｲ 高1
ｾ･ﾌﾁｭｳ 10665 山崎　理恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｴ 高1

10664 元村　安里 ﾓﾄﾑﾗ ｱﾝﾘ 中3
10663 恩田　一実 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 高3
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