
第34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     
                                                  
東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.161 女子    400m   リレー   予選   4組
ＣＳ                大会記録  3:42.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 愛み大瑞穂高 2398 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 高1
MIZUHO 高校 2393 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高1

2395 松林　美玖 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 高1
2392 石原　美波 ｲｼﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高2

3 ニッシンＳＳ 3187 植木　　翔 ｳｴｷ ｾｽﾅ 高2
ﾆｯｼﾝSS 3189 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 高1

3190 中谷　朱里 ﾅｶﾀﾆ ｱｶﾘ 中3
3188 芳倉実乃梨 ﾖｼｸﾗ ﾐﾉﾘ 高1

4 長岡大手 2144 宮崎　　緑 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 高2
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 2146 風間　捺央 ｶｻﾞﾏ ﾅｵ 高1

2147 諸橋佳帆子 ﾓﾛﾊｼ ｶﾎｺ 高1
2148 浅野　恵未 ｱｻﾉ ｴﾐ 高1

5 ATSC.YW 棄権
ATSC.YW

6 浜名湖ＳＳ 2357 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 高3
ﾊﾏﾅｺSS 高校 2360 野沢　佑紀 ﾉｻﾞﾜ ﾕｷ 高1

2358 林　　恵梨 ﾊﾔｼ ｴﾘ 高3
2359 浅山　美貴 ｱｻﾔﾏ ﾐｷ 高2

7 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1012 大塚　舞衣 ｵｵﾂｶ ﾏｲ 高1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 高校 1013 石川　真由 ｲｼｶﾜ ﾏﾕ 高1

1010 亀森　美紀 ｶﾒﾓﾘ ﾐｷ 高2
1009 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 京都踏水会 2708 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 中3

ﾄｳｽｲｶｲ 2705 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 高2
2707 熊本　真季 ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ 高1
2706 太田　晴奈 ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ 高1

2 姫路ＳＳ 3101 則正茉奈果 ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ 高2
ﾋﾒｼﾞｴｽｴｽ 3100 濱田　　純 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 高2

3099 中島　佳織 ﾅｶｼﾏ ｶｵﾘ 高2
3102 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 中3

3 スウィン館林 420 黒崎　桃子 ｸﾛｻｷ ﾓﾓｺ 高2
SWﾀﾃﾊﾞﾔｼ 423 斎藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 中3

425 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 中1
422 大塚　望夏 ｵｵﾂｶ ﾐﾅﾂ 高1

4 マリン舎人 1617 山口　真奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 高3
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 1619 髙橋紗也佳 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 高1

1618 布施谷　唯 ﾌｾﾔ ﾕｲ 高2
1620 布施谷結花 ﾌｾﾔ ﾕｶ 中3

5 スウィン大教 637 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 高2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 636 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 高2

638 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 高2
639 生田有加里 ｲｸﾀ ﾕｶﾘ 高2

6 イ ト マ ン 2801 金井　萌香 ｶﾅｲ ﾓｴｶ 高3
ｲﾄﾏﾝ 2800 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 高3

2807 井出美沙紀 ｲﾃﾞ ﾐｻｷ 中3
2805 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 高1

7 東京ＳＣ 1143 畠中　朋香 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ 高2
ﾄｳｷｮｳSC 1148 槙尾　　栞 ﾏｷｵ ｼｵﾘ 中3

1141 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 高3
1142 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高3

8 NECGSC溝の口 2027 井上　真綾 ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ 高2
NECGSC M 高校 2029 西尾奈那子 ﾆｼｵ ﾅﾅｺ 高1

2031 丹場亜莉沙 ﾀﾝﾊﾞ ｱﾘｽ 高1
2026 山﨑　麻未 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｻﾐ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 フィッツＳＣ 2087 小俣麻有里 ｵﾏﾀ ﾏﾕﾘ 高1

ﾌｨｯﾂSC 2082 七里　夏海 ｼﾁﾘ ﾅﾂﾐ 高2
2088 岩本　紗季 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 中3
2084 中澤　夏純 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾐ 高2

2 ユアー蕨 722 勝治　　彩 ｼｮｳｼﾞ ｱﾔ 高2
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 高校 723 中川　南美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 高1

721 熊谷理穂美 ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾎﾐ 高2
719 秋山　遥奈 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾅ 高3

3 ﾙﾈｻﾝｽ土気 834 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 高2
ﾙ･ﾄｹ 835 川瀬絵梨花 ｶﾜｾ ｴﾘｶ 高2

837 五十川　唯 ｲｿｶﾜ ﾕｲ 高2
838 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 中3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 805 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 高3
ｾ･ｳﾗﾔｽ 806 西　　彩乃 ﾆｼ ｱﾔﾉ 高2

808 野島　知花 ﾉｼﾞﾏ ﾁｶ 中3
807 藪　　美涼 ﾔﾌﾞ ﾐｽｽﾞ 中3

5 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1636 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ 高3
ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾁｭ 高校 1638 川瀬　寛夏 ｶﾜｾ ﾋﾛｶ 高1

1637 大竹　七佳 ｵｵﾀｹ ﾅﾅｶ 高1
1639 黒木　佑香 ｸﾛｷ ﾕｳｶ 高1

6 御幸ヶ原ＳＳ 364 松井　　悠 ﾏﾂｲ ﾕｳ 中1
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 361 菊池　優奈 ｷｸﾁ ﾕｳﾅ 高1

363 薄井　結花 ｳｽｲ ﾕｶ 中3
362 田北　唯真 ﾀｷﾀ ﾕﾏ 高1

7 KONAMI西宮 3073 武本　雅代 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾖ 高1
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 3069 村田　莉菜 ﾑﾗﾀ ﾘﾅ 高3

3072 浦瀬　彩子 ｳﾗｾ ｱﾔｺ 高1
3075 谷川　　夢 ﾀﾆｶﾜ ﾕﾒ 中2

8 太成学院大高 2757 相模　千帆 ｻｶﾞﾐ ﾁﾎ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2758 前川知佳子 ﾏｴｶﾜ ﾁｶｺ 高3

2759 冨井　星河 ﾄﾐｲ ｾｲｶ 高2
2760 中村　茉綾 ﾅｶﾑﾗ ﾏｱﾔ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 柏洋・柏 864 海老澤美月 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 中3

ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 859 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 高2
862 澤田　晴佳 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙｶ 中3
861 安東　成美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾙﾐ 高1

2 Nalu Aquatic 853 小川　朱音 ｵｶﾞﾜ ｱｶﾈ 中3
NaluAC 854 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 中1

850 天野友加里 ｱﾏﾉ ﾕｶﾘ 高2
849 渡辺　　彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 高3

3 アクアマリン 1527 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 高2
ｱｸｱﾏﾘﾝ 高校 1528 小畑　安紀 ｵﾊﾞﾀ ｱｷ 高2

1529 加藤いずみ ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 高2
1530 藤澤　麻希 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｷ 高2

4 日大藤沢 1690 鎌田　遥佳 ｶﾏﾀ ﾊﾙｶ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 1693 三浦　梨花 ﾐｳﾗ ﾘｶ 高2

1689 齊藤　美緒 ｻｲﾄｳ ﾐｵ 高3
1692 鶴川　美帆 ﾂﾙｶﾜ ﾐﾎ 高2

5 豊川高 2561 松本菜摘美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2559 阪野真帆利 ﾊﾞﾝﾉ ﾏﾎﾘ 高2

2562 瀬下　茉利 ｾｼﾓ ﾏﾘ 高1
2560 小西　伶実 ｺﾆｼ ﾚﾐ 高2

6 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1537 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 中3
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 1536 杉本千智友 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｻﾄ 高1

1535 國澤明日香 ｸﾆｻﾜ ｱｽｶ 高1
1538 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 中3

7 桐蔭学園 2058 秋元由莉恵 ｱｷﾓﾄ ﾕﾘｴ 高1
ﾄｳｲﾝ 高校 2059 櫻井　実里 ｻｸﾗｲ ﾐﾉﾘ 高1

2056 木屋川内万穂 ｷﾔｶﾜｳﾁ ﾏﾎ 高3
2057 三澤　　恵 ﾐｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 高2

8 金沢ＳＣ西泉 2246 馬渡友佳里 ｳﾏﾜﾀﾘ ﾕｶﾘ 高3
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 2249 濱口　真子 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｺ 中2

2247 山本　　恵 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 高1
2248 柿沼　穂垂 ｶｷﾇﾏ ﾎﾀﾙ 中3
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