
第29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   4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

2

3

4 ＳＡ一関 119 申　　彩華 ｼﾝ ｱﾔｶ 中2
SAｲﾁﾉｾｷ 中学 117 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 中3

118 小林あゆみ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 中3
115 及川　里奈 ｵｲｶﾜ ﾘﾅ 中3

5 ＪＳＳ八王子 1365 熊沢　千紘 ｸﾏｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 中2
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1370 清水　昭衣 ｼﾐｽﾞ ｱｲ 中2

1367 坂戸　里実 ｻｶﾄ ｻﾄﾐ 中3
1366 坂戸　希実 ｻｶﾄ ﾉｿﾞﾐ 中3

6 KONAMI西葛西 1164 田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ 中2
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1157 松竹　涼子 ﾏﾂﾀｹ ﾘｮｳｺ 中1

1151 広瀬　杏子 ﾋﾛｾ ｷｮｳｺ 中3
1143 田渕　花恵 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 中2

7

8

9

10
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東  京

岩  手



第29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   4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 湘南ＳＳ 1459 熊谷のどか ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾄﾞｶ 中3

ｼｮｳﾅﾝSS 中学 1462 柚木　幸子 ﾕﾉｷ ｻﾁｺ 中2
1458 金丸　花子 ｶﾅﾏﾙ ﾊﾅｺ 中3
1461 薄井裕美子 ｳｽｲ ﾕﾐｺ 中3

2 イトマン館林 405 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 中2
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 中学 411 内田　有紀 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷ 中2

409 田部井優穂 ﾀﾍﾞｲ ﾕﾎ 中2
408 長谷川千晃 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｱｷ 中3

3 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 2391 有岡由佳理 ｱﾘｵｶ ﾕｶﾘ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2390 松端　美穂 ﾏﾂﾊﾞﾀ ﾐﾎ 中2

2392 田原　麻捺 ﾀﾊﾗ ｱｻﾅ 中2
2389 亀野　睦紀 ｶﾒﾉ ﾑﾂｷ 中3

4 御幸ヶ原ＳＳ 342 徐　　英巳 ｼﾞｮ ｴｲﾐ 中1
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 中学 348 清水　咲子 ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ 中2

339 金子　友香 ｶﾈｺ ﾕｶ 中3
352 澁谷　清美 ｼﾌﾞﾔ ｷﾖﾐ 中3

5 イトマン大教 530 小島　萌瑛 ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｴ 中3
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 中学 523 磯谷あずさ ｲｿﾀﾆ ｱｽﾞｻ 中3

540 田村　美優 ﾀﾑﾗ ﾐﾕ 中3
545 鈴木　聖未 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 中2

6 ｲﾄﾏﾝ東伏見 950 岡本　明莉 ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 中1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 962 中嶋　優帆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾎ 中3

955 小倉　優衣 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 中2
956 森川　愛理 ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ 中2

7 イトマン函館 棄権
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ

8 イトマン東海 1987 川除　結花 ｶﾜﾖｹ ﾕｶ 中1
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 中学 1992 野村　佳代 ﾉﾑﾗ ｶﾖ 中3

1991 堀　　りな ﾎﾘ ﾘﾅ 中2
1983 岡澤　宏美 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 中2

9 三菱養和ＳＳ 1170 黒澤　奏子 ｸﾛｻﾜ ｶﾅｺ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1166 井本　麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中3

1165 伊東真理絵 ｲﾄｳ ﾏﾘｴ 中2
1173 大高　真央 ｵｵﾀｶ ﾏｵ 中2

10 イトマン多摩 1711 沼崎　　円 ﾇﾏｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 中2
ｲﾄﾏﾝﾀﾏ 中学 1714 白井　礼子 ｼﾗｲ ﾚｲｺ 中2

1712 川口　知美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 中2
1708 井田　奏美 ｲﾀﾞ ｶﾅﾐ 中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   4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 セ・世田谷 1247 鎌苅　杏奈 ｶﾏｶﾘ ｱﾝﾅ 中2

ｾ･ｾﾀｶﾞﾔ 中学 1249 久保まりな ｸﾎﾞ ﾏﾘﾅ 中2
1244 荻原　未沙 ｵｷﾞﾜﾗ ﾐｻ 中2
1250 元藤　春奈 ｹﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 中2

2 メディカル 906 植草　梨緒 ｳｴｸｻ ﾘｵ 中2
ﾒﾃﾞｨｶﾙ 中学 907 瀧上　真世 ﾀｷｼﾞｮｳ ﾏﾖ 中2

908 中村　優希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 中2
905 松丸　美穂 ﾏﾂﾏﾙ ﾐﾎ 中2

3 イトマン埼玉 649 雨宮　理紗 ｱﾒﾐﾔ ﾘｻ 中2
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 中学 640 竹内　麻佑 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕ 中1

641 中村友梨香 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 中1
648 雨宮　未侑 ｱﾒﾐﾔ ﾐﾕｳ 中3

4 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1718 谷川　あさ ﾀﾆｶﾜ ｱｻ 中3
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 中学 1735 泉水　春香 ｾﾝｽｲ ﾊﾙｶ 中3

1728 江見　涼香 ｴﾐ ｽｽﾞｶ 中1
1732 三森　優衣 ﾐﾂﾓﾘ ﾕｲ 中3

5 イトマン 2254 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2253 吉内絵理奈 ﾖｼｳﾁ ｴﾘﾅ 中2

2268 保坂　知世 ﾎｻｶ ﾁｾ 中3
2264 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 中2

6 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 1115 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 1128 吉田　聡美 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾐ 中2

1116 山﨑　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 中3
1123 内野　怜菜 ｳﾁﾉ ﾚｲﾅ 中2

7 フィッツＳＣ 1820 千野早也香 ﾁﾉ ｻﾔｶ 中2
ﾌｨｯﾂSC 中学 1815 一之瀬　栞 ｲﾁﾉｾ ｼｵﾘ 中3

1827 堀内　菜未 ﾎﾘｳﾁ ﾅﾐ 中1
1814 井上　紗耶 ｲﾉｳｴ ｻﾔ 中2

8 名古屋ＳＣ 1995 伊藤　綾花 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 中1
ﾅｺﾞﾔSC 中学 2007 白川　結稀 ｼﾗｶﾜ ﾕｷ 中2

2004 大石　恵梨 ｵｵｲｼ ｴﾘ 中2
1998 五島　　舞 ｺﾞｼﾏ ﾏｲ 中2

9 ｲﾄﾏﾝみよし 773 堀越　結衣 ﾎﾘｺｼ ﾕｲ 中2
ﾐﾖｼｲﾄﾏﾝ 中学 771 清水　友紀 ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 中2

765 重信　菊乃 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｷｸﾉ 中3
772 都築ひかる ﾂﾂﾞｷ ﾋｶﾙ 中1

10 東京ＳＣ 1070 志手　悠夏 ｼﾃﾞ ﾊﾙｶ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1098 實川　愛理 ｼﾞﾂｶﾜ ｱｲﾘ 中3

1068 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 中1
1054 永井　　舞 ﾅｶﾞｲ ﾏｲ 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   4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

4組
1 イトマン札幌 32 齋藤　柚実 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾐ 中2

ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 中学 28 大島　咲季 ｵｵｼﾏ ｻｷ 中2
27 村中まいか ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ 中3
25 小原　瞳美 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ 中2

2 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 1483 植村　友香 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓｶ 中2
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 中学 1481 坂巻　　遥 ｻｶﾏｷ ﾊﾙｶ 中2

1484 新藤　桃子 ｼﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｺ 中3
1479 関根　理沙 ｾｷﾈ ﾘｻ 中1

3 ジャパン丸亀 2732 土岐　彩香 ﾄｷ ｱﾔｶ 中2
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 中学 2730 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 中2

2728 安岐英里子 ｱｷ ｴﾘｺ 中2
2736 濱口　裕香 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 中2

4 金町ＳＣ 990 山縣　美裕 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐﾕｳ 中3
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1003 渡辺　花純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾐ 中2

1002 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中3
995 小林　沙衣 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ 中2

5 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1645 猪狩　玲名 ｲｶﾞﾘ ﾚｲﾅ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学 1649 平賀真理子 ﾋﾗｶﾞ ﾏﾘｺ 中2

1647 柏木　佳津 ｶｼﾜｷﾞ ｶｽﾞ 中2
1643 森　智沙美 ﾓﾘ ﾁｻﾐ 中2

6 あかやまＳＳ 248 岡安　紗妃 ｵｶﾔｽ ｻｷ 中2
ｱｶﾔﾏSS 中学 252 小池　里穂 ｺｲｹ ﾘﾎ 中3

253 小野澤　遥 ｵﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中3
247 伊藤　仁美 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 中3

7 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1408 加藤　由衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 中2
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 中学 1415 仁科　友里 ﾆｼﾅ ﾕﾘ 中2

1411 宗像　彩乃 ﾑﾅｶﾀ ｱﾔﾉ 中1
1409 安永　　愛 ﾔｽﾅｶﾞ ｱｲ 中2

8 ＪＳＳ立石 1050 板井　真夏 ｲﾀｲ ﾏﾅﾂ 中2
JSSﾀﾃｲｼ 中学 1048 竹内　礼奈 ﾀｹｳﾁ ﾚﾅ 中3

1046 小林　崚花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 中3
1044 海老沼　忍 ｴﾋﾞﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 中3

9 ＳＡシボクチ 1564 海口　雪絵 ｶｲｸﾞﾁ ﾕｷｴ 中1
SAｼﾎﾞｸﾁ 中学 1566 石井　　歩 ｲｼｲ ｱﾕﾐ 中2

1569 天沼　　愛 ｱﾏﾇﾏ ｱｲ 中2
1568 大野　未知 ｵｵﾉ ﾐﾁ 中2

10 柏洋・柏 832 戸辺　千瑛 ﾄﾍﾞ ﾁｱｷ 中2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 中学 833 佐藤　愛菜 ｻﾄｳ ｴﾅ 中2

830 吉澤　苑実 ﾖｼｻﾞﾜ ｿﾉﾐ 中1
836 西田　沙月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂﾞｷ 中3
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