
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.191 女子    400m   リレー   予選   5組
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

3 初芝ＳＳ 2933 古川　美帆 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 中2
ﾊﾂｼﾊﾞSS 中学 2935 樫木絵里香 ｶｼｷ ｴﾘｶ 中1

2932 塚本　彩花 ﾂｶﾓﾄ ｱﾔｶ 中2
2934 小川　　栞 ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 中1

4 福島SS保原 349 高橋　恵美 ﾀｶﾊｼ ｴﾐ 中2
FSSH 中学 351 三品　清加 ﾐｼﾅ ｾｲｶ 中1

352 宍戸さつき ｼｼﾄﾞ ｻﾂｷ 中2
348 後藤　万代 ｺﾞﾄｳ ﾏﾖ 中2

5 多摩ＩＳＣ 1574 伊藤　　彩 ｲﾄｳ ｱﾔ 中2
ﾀﾏISC 中学 1577 藤田　幸恵 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷｴ 中1

1579 武藤　千明 ﾑﾄｳ ﾁｱｷ 中1
1578 内藤由里恵 ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｴ 中1

6 Ｆ－ＢＩＧ 445 鶴見安香音 ﾂﾙﾐ ｱｶﾈ 中2
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞ 中学 441 上野　未貴 ｳｴﾉ ﾐｷ 中1

440 小森麻友子 ｺﾓﾘ ﾏﾕｺ 中2
438 糸賀ひより ｲﾄｶﾞ ﾋﾖﾘ 中2

7

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.191 女子    400m   リレー   予選   5組
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 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1122 岩城　美良 ｲﾜｼﾛ ﾐﾗ 中1

ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 中学 1125 熊崎　弥生 ｸﾏｻﾞｷ ﾔﾖｲ 中2
1132 神戸　真美 ｶﾝﾍﾞ ﾏﾐ 中2
1117 榎本　梨沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 中1

2 ＭＹＳ名学院 棄権
MYSﾅｺﾞﾔ

3 成増ロンド 1663 清水　　香 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 中1
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 中学 1665 村田　裕奈 ﾑﾗﾀ ﾕﾅ 中1

1668 尾上　遥奈 ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 中1
1670 伊藤　安奈 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 中2

4 トピレック 1377 古泉　祥乃 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾁﾉ 中2
ﾄﾋﾟﾚｯｸ 中学 1382 小黒由衣花 ｵｸﾞﾛ ﾕｲｶ 中1

1376 岩田　桃子 ｲﾜﾀ ﾓﾓｺ 中2
1389 齋藤　　茜 ｻｲﾄｳ ｱｶﾈ 中1

5 群馬ＳＳ 502 内田　　蘭 ｳﾁﾀﾞ ﾗﾝ 中2
ｸﾞﾝﾏSS 中学 503 矢島　祥子 ﾔｼﾞﾏ ｻﾁｺ 中2

498 後藤　杏奈 ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾅ 中1
501 大井恵美里 ｵｵｲ ｴﾐﾘ 中1

6 ＫＳＧ柳川 3547 平田　理紗 ﾋﾗﾀ ﾘｻ 中1
KSGﾔﾅｶﾞﾜ 中学 3546 田中美和子 ﾀﾅｶ ﾐﾜｺ 中2

3540 甲斐田亜衣 ｶｲﾀﾞ ｱｲ 中2
3542 西田　絵美 ﾆｼﾀﾞ ｴﾐ 中2

7 かしまＡＺ 1702 今井　有妃 ｲﾏｲ ﾕｷ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1713 仙北　　早 ｾﾝﾎﾞｸ ﾊﾔ 中1

1697 桑原　静香 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｽﾞｶ 中2
1716 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 中1

8 ＪＳＳ長岡 2279 玉井恵理子 ﾀﾏｲ ｴﾘｺ 中1
JSSﾅｶﾞｵｶ 中学 2287 綿貫めぐみ ﾜﾀﾇｷ ﾒｸﾞﾐ 中1

2286 布川　明穂 ﾇﾉｶﾜ ｱｷﾎ 中1
2281 高野　紗永 ﾀｶﾉ ｻｴ 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.191 女子    400m   リレー   予選   5組
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 イ大教二本松 332 菅野　史恵 ｶﾝﾉ ﾌﾐｴ 中1

ｲﾄﾏﾝﾆﾎﾝﾏ 中学 330 三瓶みずき ｻﾝﾍｲ ﾐｽﾞｷ 中2
329 佐藤　礼菜 ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 中1
333 服部穂菜美 ﾊｯﾄﾘ ﾎﾅﾐ 中1

2 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 1982 中嶋　　瞳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 中1

1972 乙幡あずさ ｵﾂﾊﾀ ｱｽﾞｻ 中1
1984 田中麻里矢 ﾀﾅｶ ﾏﾘﾔ 中2

3 イトマン大教 709 鈴木　聖未 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 中1
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 中学 708 堀部　　萌 ﾎﾘﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 中2

702 田村　美優 ﾀﾑﾗ ﾐﾕ 中2
690 磯谷あずさ ｲｿﾀﾆ ｱｽﾞｻ 中2

4 あかやまＳＳ 373 小野澤　遥 ｵﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中2
ｱｶﾔﾏSS 中学 371 篠村美優輝 ｼﾉﾑﾗ ﾐﾕｷ 中1

369 高田　愛美 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中1
366 伊藤　仁美 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 中2

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

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

6 イトマン東海 2470 岡澤　宏美 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 中1
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
2479 堀　　りな ﾎﾘ ﾘﾅ 中1

7 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1732 小美濃千尋 ｵﾐﾉ ﾁﾋﾛ 中2
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 中学 1724 越中　万智 ｴｯﾁｭｳ ﾏﾁ 中2

1735 仁科　友里 ﾆｼﾅ ﾕﾘ 中1
1728 加藤　由衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 中1

8 甲府ＳＳ 2210 山下　莉香 ﾔﾏｼﾀ ﾘｶ 中2
ｺｳﾌSS 中学 2211 山本　真子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 中1

2205 岡本　茉莉 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘ 中1
2214 秋山　夏希 ｱｷﾔﾏ ﾅﾂｷ 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   5組
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 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1609 猿渡　由佳 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾕｳｶ 中1

ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 中学 1614 小野寺智己 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄﾓﾐ 中2
1618 颯佐　奈美 ｻｯｻ ﾅﾐ 中2
1616 代田　早希 ｼﾛﾀ ｻｷ 中2

2 ジャパン丸亀 3380 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 中1
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 中学 3391 濱口　裕香 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 中1

3390 平池　杏菜 ﾋﾗｲｹ ｱﾝﾅ 中1
3386 土岐　彩香 ﾄｷ ｱﾔｶ 中1

3 金町ＳＣ 1263 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1261 中村　　藍 ﾅｶﾑﾗ ｱｲ 中1

1249 山縣　美裕 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐﾕｳ 中2
1253 小林　沙衣 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ 中1

4 枚方ＳＳ 2958 山田　明美 ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2956 蕪崎　友実 ｶﾌﾞｻｷ ﾕﾐ 中2

2962 田原　麻捺 ﾀﾊﾗ ｱｻﾅ 中1
2959 橋本　歩美 ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 中2

5 三菱養和ＳＳ 1451 高久　　彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1458 大高　真央 ｵｵﾀｶ ﾏｵ 中1

1452 黒澤　奏子 ｸﾛｻﾜ ｶﾅｺ 中1
1450 井本　麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中2

6 イトマン札幌 51 小原　瞳美 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ 中1
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 中学 53 村中まいか ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ 中2

52 松浦　有記 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷ 中1
49 三橋　　侑 ﾐﾂﾊｼ ﾕｳ 中2

7 ＪＳＳ北神戸 棄権
JSSｷﾀｺｳﾍ

8 イトマン守口 3709 龍神　沙映 ﾘｭｳｼﾞﾝ ｻｴ 中2
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏﾝ 中学 2859 大山　貴子 ｵｵﾔﾏ ﾀｶｺ 中2

3711 辛島　亜由子 ｶﾗｼﾏ ｱﾕｺ 中2
3710 三浦　彩 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 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   5組
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 神鉄ＳＳ 3124 山﨑　理歩 ﾔﾏｻｷ ﾘﾎ 中2

ｼﾝﾃﾂSS 中学 3123 山本　　茜 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾈ 中1
3122 栄　　智美 ｻｶｴ ﾄﾓﾐ 中2
3126 長田　麻利 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾄ 中2

2 世田谷ＳＳ 1645 平山　葉子 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｳｺ 中2
ｾﾀｶﾞﾔSS 中学 1637 稲益麻亜子 ｲﾅﾏｽ ﾏｱｺ 中1

1644 鴇田　紗彩 ﾄｷﾀ ｻｱﾔ 中1
1636 阿久津江梨子 ｱｸﾂ ｴﾘｺ 中2

3 コナミ西葛西 1430 広瀬　杏子 ﾋﾛｾ ｷｮｳｺ 中2
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1444 田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ 中1

1445 田渕　花恵 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 中1
1437 杉山　晴菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 中1

4 イトマン 2822 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2811 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 中1

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 御幸ヶ原ＳＳ 461 三田寺菜摘 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾅﾂﾐ 中2
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 中学 465 手塚　美早 ﾃﾂﾞｶ ﾐｻｷ 中2

457 金子　友香 ｶﾈｺ ﾕｶ 中2
478 澁谷　清美 ｼﾌﾞﾔ ｷﾖﾐ 中2

6 ＪＳＳ立石 1320 海老沼　忍 ｴﾋﾞﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 中2
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

7 フィッツＳＣ 2234 一之瀬　栞 ｲﾁﾉｾ ｼｵﾘ 中2
ﾌｨｯﾂSC 中学 2233 井上　紗耶 ｲﾉｳｴ ｻﾔ 中1

2236 原　まどか ﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ 中2
2242 千野早也香 ﾁﾉ ｻﾔｶ 中1

8 柏洋・柏 1065 堀口　菜花 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅﾉｶ 中1
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 中学 1060 西田　沙月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂﾞｷ 中2

1054 戸辺　千瑛 ﾄﾍﾞ ﾁｱｷ 中1
1061 西田　沙羅 ﾆｼﾀﾞ ｻﾗ 中1
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