
第28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.107 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  4:04.16
13～14歳            大会記録  4:18.08

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 ＪＳＳ立石 1022 板井　真夏 ｲﾀｲ ﾏﾅﾂ 中1

JSSﾀﾃｲｼ 中学 1017 山本　早織 ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ 中2
1019 小林　崚花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 中2
1020 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中2

2 ｲﾄﾏﾝふじみ野 742 伊藤　早穂 ｲﾄｳ ｻﾎ 中2
ﾌｼﾞﾐﾉｲﾄﾏ 中学 753 清水　友紀 ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 中1

748 重信　菊乃 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｷｸﾉ 中2
760 渡邊　美樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 中3

3 イトマン安中 403 真下　莉奈 ﾏｼﾓ ﾘﾅ 中1
ｲﾄﾏﾝｱﾝﾅｶ 中学 399 井上結加里 ｲﾉｳｴ ﾕｶﾘ 中1

404 石井　麻衣 ｲｼｲ ﾏｲ 中3
400 浦部　愛梨 ｳﾗﾍﾞ ｱｲﾘ 中2

4 アクアマリン 1299 五十嵐　愛 ｲｶﾞﾗｼ ｱｲ 中2
ｱｸｱﾏﾘﾝ 中学 1305 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 中3

1307 吉田　育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 中3
1303 竹島　愛美 ﾀｹｼﾏ ｱﾐ 中2

5 東京ＳＣ 1044 矢ケ崎萌美 ﾔｶﾞｻｷ ﾓｴﾐ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1036 大島　　京 ｵｵｼﾏ ﾐﾔｺ 中3

1045 林　　真弓 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ 中2
1056 高橋　彩可 ﾀｶﾊｼ ｻｲｶ 中3

6 横河ＳＣ 1149 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 中3
ﾖｺｶﾞﾜSC 中学 1150 小山　絵里 ｺﾔﾏ ｴﾘ 中2

1152 土方かおり ﾋｼﾞｶﾀ ｶｵﾘ 中3
1151 新川　綾加 ｼﾝｶﾜ ｱﾔｶ 中2

7 ﾙﾈｻﾝｽ土気 800 近藤　綾香 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 中1
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 中学 802 若松　芽依 ﾜｶﾏﾂ ﾒｲ 中2

806 塙　紗佑里 ﾊﾅﾜ ｻﾕﾘ 中2
801 根本　　瞳 ﾈﾓﾄ ﾋﾄﾐ 中3

8 かしまＡＺ 1354 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 中1
ｶｼﾏAZ 中学 1336 桑原　静香 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｽﾞｶ 中2

1352 仙北　　早 ｾﾝﾎﾞｸ ﾊﾔ 中1
1343 今成　良美 ｲﾏﾅﾘ ﾖｼﾐ 中3

9 オーシャン 1522 栗田　真帆 ｸﾘﾀ ﾏﾎ 中1
ｵｰｼｬﾝSS 中学 1523 袴田　翔子 ﾊｶﾏﾀﾞ ｼｮｳｺ 中2

1524 川田　恵李 ｶﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾘ 中3
1526 鈴木　美帆 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 中2

10 ＢＳＳ古賀 2673 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ 中3
BSSｺｶﾞ 中学 2670 坂上　亜衣 ｻｶｶﾞﾐ ｱｲ 中2

2678 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 中3
2674 松本　千鶴 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ 中3
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第28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.107 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  4:04.16
13～14歳            大会記録  4:18.08

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ミミＳＣ市原 824 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中2

ﾐﾐSCｲﾁﾊﾗ 中学 823 河道　鈴佳 ｺｳﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ 中1
822 岡田　奈々 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅ 中1
825 森田　理美 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾐ 中2

2 ｲﾄﾏﾝ伊勢崎 370 石綿　美咲 ｲｼﾜﾀ ﾐｻｷ 中2
ｲﾄﾏﾝｲｾｻｷ 中学 369 正田千登勢 ｼｮｳﾀﾞ ﾁﾄｾ 中3

371 川村奈緒実 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾐ 中2
362 栗原　　藍 ｸﾘﾊﾗ ｱｲ 中2

3 ＭＹＳ名学院 1956 樋田　裕恵 ﾄｲﾀﾞ ﾋﾛｴ 中1
MYSﾅｺﾞﾔ 中学 1950 河野　洋子 ｺｳﾉ ﾖｳｺ 中2

1952 近藤　春香 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 中3
1951 宮田　侑子 ﾐﾔﾀ ﾕｳｺ 中2

4 御幸ヶ原ＳＳ 317 中澤　理沙 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｻ 中2
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 中学 307 三重野有貴 ﾐｴﾉ ﾕｷ 中2

305 金子　友香 ｶﾈｺ ﾕｶ 中2
308 三田寺菜摘 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾅﾂﾐ 中2

5 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1365 加藤　由衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 中1
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 中学 1374 仁科　友里 ﾆｼﾅ ﾕﾘ 中1

1366 古田　菜倫 ﾌﾙﾀ ﾅﾂｸﾞ 中3
1372 小美濃千尋 ｵﾐﾉ ﾁﾋﾛ 中2

6 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 852 榎本　梨沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 中1
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 中学 850 越山あゆ美 ｺｼﾔﾏ ｱﾕﾐ 中3

857 熊崎　弥生 ｸﾏｻﾞｷ ﾔﾖｲ 中2
863 大椛　詩織 ｵｵﾅｷﾞ ｼｵﾘ 中2

7 イトマン大宮 456 遠藤　美幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 中3
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 中学 470 巽　あかね ﾀﾂﾐ ｱｶﾈ 中2

457 遠藤　美波 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 中3
468 大山　真由 ｵｵﾔﾏ ﾏﾕ 中2

8 ジャパン観 2728 丸尾はる香 ﾏﾙｵ ﾊﾙｶ 中3
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 中学 2729 眞鍋和歌子 ﾏﾅﾍﾞ ﾜｶｺ 中1

2546 石村亜美依 ｲｼﾑﾗ ｱﾐｲ 中3
2730 林　　由梨 ﾊﾔｼ ﾕﾘ 中2

9 あかやまＳＳ 227 篠村美優輝 ｼﾉﾑﾗ ﾐﾕｷ 中1
ｱｶﾔﾏSS 中学 228 小池　里穂 ｺｲｹ ﾘﾎ 中2

230 塚田　　彩 ﾂｶﾀﾞ ｱﾔ 中3
229 小野澤　遥 ｵﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中2

10 世田谷ＳＳ 1271 稲益麻亜子 ｲﾅﾏｽ ﾏｱｺ 中1
ｾﾀｶﾞﾔSS 中学 1276 藤本　紗綾 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔ 中3

1269 平山　葉子 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｳｺ 中2
1270 阿久津江梨子 ｱｸﾂ ｴﾘｺ 中2
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第28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.107 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  4:04.16
13～14歳            大会記録  4:18.08

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 フィッツＳＣ 1753 萩原　あや ﾊｷﾞﾊﾗ ｱﾔ 中2

ﾌｨｯﾂSC 中学 1752 渡邊由里奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘﾅ 中3
1743 一之瀬　栞 ｲﾁﾉｾ ｼｵﾘ 中2
1749 千野早也香 ﾁﾉ ｻﾔｶ 中1

2 ＪＳＳ八王子 1322 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中2
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1330 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 中2

1324 坂戸　里実 ｻｶﾄ ｻﾄﾐ 中2
1323 坂戸　希実 ｻｶﾄ ﾉｿﾞﾐ 中2

3 ｲﾄﾏﾝ横須賀 1572 宮川　梨奈 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘﾅ 中2
ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ 中学 1576 山中まり菜 ﾔﾏﾅｶ ﾏﾘﾅ 中3

1583 日吉　麻夏 ﾋﾖｼ ﾏﾅﾂ 中3
1578 小林　　文 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 中1

4 イトマン大教 515 小島　萌瑛 ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｴ 中2
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 中学 508 磯谷あずさ ｲｿﾀﾆ ｱｽﾞｻ 中2

526 田村　美優 ﾀﾑﾗ ﾐﾕ 中2
517 折原　琴和 ｵﾘﾊﾗ ｺﾄﾜ 中2

5 イトマン 2139 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ 中3
ｲﾄﾏﾝ 中学 2141 福田　愛美 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中2

2142 保坂　知世 ﾎｻｶ ﾁｾ 中2
2138 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 中1

6 金町ＳＣ 943 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 960 小尻知佳子 ｺｼﾞﾘ ﾁｶｺ 中2

956 今井　有妃 ｲﾏｲ ﾕｷ 中2
966 石井　結花 ｲｼｲ ﾕｶ 中3

7 イトマン東海 1898 春田　桃子 ﾊﾙﾀ ﾓﾓｺ 中2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 中学 1907 野村　佳代 ﾉﾑﾗ ｶﾖ 中2

1902 大井　菜美 ｵｵｲ ﾅﾐ 中3
1908 友松　　瞳 ﾄﾓﾏﾂ ﾋﾄﾐ 中2

8 枚方ＳＳ 2241 岡田　智香 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2232 松端　美穂 ﾏﾂﾊﾞﾀ ﾐﾎ 中1

2231 橋本　歩美 ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 中2
2244 山田　明美 ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 中2

9 イトマン川崎 1566 飯高　成美 ｲｲﾀｶ ﾅﾙﾐ 中3
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 中学 1556 出内　悠紀 ﾃﾞｳﾁ ﾕｷ 中3

1563 田中麻里矢 ﾀﾅｶ ﾏﾘﾔ 中2
1558 水沢友里奈 ﾐｽﾞｻﾜ ﾕﾘﾅ 中1

10 東京ＤＣ 1072 見上しおり ﾐｶﾐ ｼｵﾘ 中3
ﾄｳｷｮｳDC 中学 1073 佐藤　亜美 ｻﾄｳ ｱﾐ 中2

1069 永井　尚美 ﾅｶﾞｲ ﾅｵﾐ 中3
1077 仁科　　幸 ﾆｼﾅ ﾐﾕｷ 中2
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