
第28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.139 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:57.62
13～14歳            大会記録  4:08.71

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 原田学園ＳＳ 3674 田畑　里紗 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｻ 中2
ﾊﾗﾀﾞｶﾞｸｴ 中学 3677 福島　成美 ﾌｸｼﾏ ﾅﾙﾐ 中2

3673 伊藤　優加 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 中2
3675 木村　璃香 ｷﾑﾗ ﾘｶ 中1

3 川口ＳＣ 棄権
ｶﾜｸﾞﾁｽｲﾐ

4 イトマン函館 81 清水　明恵 ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 中1
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 中学 73 岡田明抄希 ｵｶﾀﾞ ｱｻｷ 中1

83 保志場　慶 ﾎｼﾊﾞ ｹｲ 中2
74 河内ひかり ｶﾜｳﾁ ﾋｶﾘ 中1

5 イトマン東京 1524 田中　美穂 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 中2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 中学 1526 服部　るい ﾊｯﾄﾘ ﾙｲ 中2

1515 山崎　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 中2
1510 稲葉　七美 ｲﾅﾊﾞ ﾅﾅﾐ 中2

6 みかづきＳＳ 3461 山谷　沙紀 ﾔﾏﾔ ｻｷ 中1
ﾐｶﾂﾞｷSS 中学 3464 中城　実弓 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐﾕ 中2

3467 博田　れな ﾊｶﾀ ﾚﾅ 中1
3465 中川　靖菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾅ 中1

7 かしまＡＺ 1716 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 中1
ｶｼﾏAZ 中学 1697 桑原　静香 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｽﾞｶ 中2

1705 坂本　朋美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 中1
1702 今井　有妃 ｲﾏｲ ﾕｷ 中2

8
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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.139 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:57.62
13～14歳            大会記録  4:08.71

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＭＹＳ名学院 2558 太田　晴菜 ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ 中1

MYSﾅｺﾞﾔ 中学 2553 河野　洋子 ｺｳﾉ ﾖｳｺ 中2
2556 桜井　亜衣 ｻｸﾗｲ ｱｲ 中2
2559 中山　亜衣 ﾅｶﾔﾏ ｱｲ 中1

2 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 2020 猪狩　玲名 ｲｶﾞﾘ ﾚｲﾅ 中1
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学 2024 平賀真理子 ﾋﾗｶﾞ ﾏﾘｺ 中1

2022 柏木　佳津 ｶｼﾜｷﾞ ｶｽﾞ 中1
2019 中西　桜良 ﾅｶﾆｼ ｻｸﾗ 中3

3 イトマン守口 2859 大山　貴子 ｵｵﾔﾏ ﾀｶｺ 中2
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏﾝ 中学 3707 東野　由季 ﾋｶﾞｼﾉ ﾕｷ 中2

3708 吉本　理紗 ﾖｼﾓﾄ ﾘｻ 中1
3709 龍神　沙映 ﾘｭｳｼﾞﾝ ｻｴ 中2

4 柏洋・柏 1054 戸辺　千瑛 ﾄﾍﾞ ﾁｱｷ 中1
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 中学 1056 佐藤　愛菜 ｻﾄｳ ｴﾅ 中1

1060 西田　沙月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂﾞｷ 中2
1061 西田　沙羅 ﾆｼﾀﾞ ｻﾗ 中1

5 コナミ大野城 3514 村上　陽香 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 中1
ｺﾅﾐｵｵﾉｼ 中学 3513 城戸なつみ ｷﾄﾞ ﾅﾂﾐ 中2

3511 荻本　祥子 ｵｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｺ 中1
3512 岩永　有加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｶ 中1

6 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1209 原川　紗英 ﾊﾗｶﾜ ｻｴ 中1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 1217 中嶋　優帆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾎ 中2

1212 小倉　優衣 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 中1
1205 井上　絢華 ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ 中1

7 オーシャン 1931 栗田　真帆 ｸﾘﾀ ﾏﾎ 中1
ｵｰｼｬﾝSS 中学 1932 袴田　翔子 ﾊｶﾏﾀﾞ ｼｮｳｺ 中2

1933 高橋　春香 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 中2
1934 木ノ原　恵 ｷﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 中2

8 ル・土気 1031 近藤　綾香 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 中1
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 中学 1034 若松　芽依 ﾜｶﾏﾂ ﾒｲ 中2

1039 塙　紗佑里 ﾊﾅﾜ ｻﾕﾘ 中2
1042 野本　葉子 ﾉﾓﾄ ﾖｳｺ 中1
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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.139 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:57.62
13～14歳            大会記録  4:08.71

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 メディカル 1159 植草　梨緒 ｳｴｸｻ ﾘｵ 中1

ﾒﾃﾞｨｶﾙ 中学 1160 瀧上　真世 ﾀｷｼﾞｮｳ ﾏﾖ 中1
1161 中村　優希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 中1
1158 松丸　美穂 ﾏﾂﾏﾙ ﾐﾎ 中1

2 ＪＳＳ立石 1330 板井　真夏 ｲﾀｲ ﾏﾅﾂ 中1
JSSﾀﾃｲｼ 中学 1328 竹内　礼奈 ﾀｹｳﾁ ﾚﾅ 中2

1325 小林　崚花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 中2
1327 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 1408 桜沢ライラ ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾗｲﾗ 中1
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 中学 1405 吉田　聡美 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾐ 中1

1415 牧田　　彩 ﾏｷﾀ ｱﾔ 中1
1414 内野　怜菜 ｳﾁﾉ ﾚｲﾅ 中1

4 コナミ西葛西 1444 田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ 中1
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1443 椿原　彩咲 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｻｷ 中1

1430 広瀬　杏子 ﾋﾛｾ ｷｮｳｺ 中2
1445 田渕　花恵 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 中1

5 あかやまＳＳ 367 岡安　紗妃 ｵｶﾔｽ ｻｷ 中1
ｱｶﾔﾏSS 中学 372 小池　里穂 ｺｲｹ ﾘﾎ 中2

373 小野澤　遥 ｵﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中2
371 篠村美優輝 ｼﾉﾑﾗ ﾐﾕｷ 中1

6 SPﾎｳﾄｸ左近山 2057 清水　美裕 ｼﾐｽﾞ ﾐﾕ 中2
SPﾎｳﾄｸｻｺ 中学 2055 佐藤　千愛 ｻﾄｳ ﾕｷｴ 中1

2063 伊藤　　蘭 ｲﾄｳ ﾗﾝ 中2
2061 米木　美穂 ﾖﾈｷ ﾐﾎ 中1

7 三菱養和ＳＳ 1452 黒澤　奏子 ｸﾛｻﾜ ｶﾅｺ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1450 井本　麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中2

1449 伊東真理絵 ｲﾄｳ ﾏﾘｴ 中1
1458 大高　真央 ｵｵﾀｶ ﾏｵ 中1

8 東京ＳＣ 1347 志手　悠夏 ｼﾃﾞ ﾊﾙｶ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1373 實川　愛理 ｼﾞﾂｶﾜ ｱｲﾘ 中2

1371 林　　真弓 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ 中2
1334 永井　　舞 ﾅｶﾞｲ ﾏｲ 中1
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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.139 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:57.62
13～14歳            大会記録  4:08.71

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 枚方ＳＳ 2961 有岡由佳理 ｱﾘｵｶ ﾕｶﾘ 中1

ﾋﾗｶﾀSS 中学 2960 松端　美穂 ﾏﾂﾊﾞﾀ ﾐﾎ 中1
2956 蕪崎　友実 ｶﾌﾞｻｷ ﾕﾐ 中2
2958 山田　明美 ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 中2

2 フィッツＳＣ 2242 千野早也香 ﾁﾉ ｻﾔｶ 中1
ﾌｨｯﾂSC 中学 2234 一之瀬　栞 ｲﾁﾉｾ ｼｵﾘ 中2

2241 深澤小好枝 ﾌｶｻﾜ ｺｽﾞｴ 中2
2233 井上　紗耶 ｲﾉｳｴ ｻﾔ 中1

3 御幸ヶ原ＳＳ 474 中澤　理沙 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｻ 中2
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 中学 460 三重野有貴 ﾐｴﾉ ﾕｷ 中2

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

4 イトマン大教 708 堀部　　萌 ﾎﾘﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 中2
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 中学 690 磯谷あずさ ｲｿﾀﾆ ｱｽﾞｻ 中2

702 田村　美優 ﾀﾑﾗ ﾐﾕ 中2
709 鈴木　聖未 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 中1

5 ＪＳＳ八王子 1688 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中2
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1693 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 中2

1691 坂戸　里実 ｻｶﾄ ｻﾄﾐ 中2
1690 坂戸　希実 ｻｶﾄ ﾉｿﾞﾐ 中2

6 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1723 安永　　愛 ﾔｽﾅｶﾞ ｱｲ 中1
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 中学 1735 仁科　友里 ﾆｼﾅ ﾕﾘ 中1

1728 加藤　由衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 中1
1732 小美濃千尋 ｵﾐﾉ ﾁﾋﾛ 中2

7 鶴岡ＳＣ 280 冨樫絵里香 ﾄｶﾞｼ ｴﾘｶ 中2
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 中学 289 佐藤　まや ｻﾄｳ ﾏﾔ 中2

284 加藤　　侑 ｶﾄｳ ﾕｳ 中2
268 斎藤　　葵 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 中2

8 イトマン東海 2473 春田　桃子 ﾊﾙﾀ ﾓﾓｺ 中2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 中学 2480 野村　佳代 ﾉﾑﾗ ｶﾖ 中2

2481 友松　　瞳 ﾄﾓﾏﾂ ﾋﾄﾐ 中2
2470 岡澤　宏美 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 中1
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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.139 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:57.62
13～14歳            大会記録  4:08.71

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ＫＳＧ柳川 3540 甲斐田亜衣 ｶｲﾀﾞ ｱｲ 中2

KSGﾔﾅｶﾞﾜ 中学 3546 田中美和子 ﾀﾅｶ ﾐﾜｺ 中2
3542 西田　絵美 ﾆｼﾀﾞ ｴﾐ 中2
3547 平田　理紗 ﾋﾗﾀ ﾘｻ 中1

2 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1616 代田　早希 ｼﾛﾀ ｻｷ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 中学 1618 颯佐　奈美 ｻｯｻ ﾅﾐ 中2

1614 小野寺智己 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄﾓﾐ 中2
1609 猿渡　由佳 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾕｳｶ 中1

3 イトマン川崎 1978 水沢友里奈 ﾐｽﾞｻﾜ ﾕﾘﾅ 中1
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 中学 1972 乙幡あずさ ｵﾂﾊﾀ ｱｽﾞｻ 中1

1976 小倉深友紀 ｵｸﾞﾗ ﾐﾕｷ 中1
1984 田中麻里矢 ﾀﾅｶ ﾏﾘﾔ 中2

4 イトマン 2811 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2826 福田　愛美 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中2

2828 保坂　知世 ﾎｻｶ ﾁｾ 中2
2820 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 中1

5 金町ＳＣ 1249 山縣　美裕 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐﾕｳ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1264 渡辺　花純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾐ 中1

1263 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中2
1253 小林　沙衣 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ 中1

6 イトマン安中 564 真下　莉奈 ﾏｼﾓ ﾘﾅ 中1
ｲﾄﾏﾝｱﾝﾅｶ 中学 561 浦部　愛梨 ｳﾗﾍﾞ ｱｲﾘ 中2

569 北村　志歩 ｷﾀﾑﾗ ｼﾎ 中1
562 三浦　裕実 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾐ 中1

7 柏洋・南 1067 吉田　　愛 ﾖｼﾀﾞ ｲﾂﾐ 中2
ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 中学 1070 松浦　美穂 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 中1

1069 渋谷　美優 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾕ 中2
1071 巣山　未希 ｽﾔﾏ ﾐｷ 中2

8 ジャパン丸亀 3386 土岐　彩香 ﾄｷ ｱﾔｶ 中1
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 中学 3380 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 中1

3378 安岐英里子 ｱｷ ｴﾘｺ 中1
3391 濱口　裕香 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 中1
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