
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.193 女子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:42.23
13～14歳            大会記録  3:56.17

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3

4 イトマン前橋 443 小板橋鞠佳 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾘｶ 中2
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 中学 444 小野里　彩 ｵﾉｻﾞﾄ ｱﾔ 中2

441 狩野　　葵 ｶﾉｳ ｱｵｲ 中2
448 石田　彩樹 ｲｼﾀﾞ ｻｷ 中3

5 豊田ＳＳ 2026 平松　久実 ﾋﾗﾏﾂ ｸﾐ 中3
ﾄﾖﾀSS 中学 2021 岩本　未来 ｲﾜﾓﾄ ﾐｷ 中3

2024 島村　　楓 ｼﾏﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 中1
2025 八代　瑞紀 ﾔﾂｼﾛ ﾐｽﾞｷ 中1

6 東京ＳＣ 1054 永井　　舞 ﾅｶﾞｲ ﾏｲ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1068 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 中1

1060 逆井　　結 ｻｶｻｲ ﾕｲ 中2
1061 宮下　祥子 ﾐﾔｼﾀ ｻﾁｺ 中1

7 KONAMI西葛西 1151 広瀬　杏子 ﾋﾛｾ ｷｮｳｺ 中3
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1164 田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ 中2

1143 田渕　花恵 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 中2
1158 杉山　晴菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 中2

8

9

10
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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.193 女子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:42.23
13～14歳            大会記録  3:56.17

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＪＳＳ八王子 1366 坂戸　希実 ｻｶﾄ ﾉｿﾞﾐ 中3

JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1367 坂戸　里実 ｻｶﾄ ｻﾄﾐ 中3
1370 清水　昭衣 ｼﾐｽﾞ ｱｲ 中2
1372 嶋田　佳織 ｼﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 中2

2 ＡＴＳＣ 1750 野本　海夏 ﾉﾓﾄ ﾐｶ 中2
ATSC 中学 1736 乙藤　　泉 ｵﾄﾌｼﾞ ｲｽﾞﾐ 中2

1747 平尾　奈央 ﾋﾗｵ ﾅｵ 中2
1737 吉田　篤代 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾖ 中3

3 イトマン札幌 25 小原　瞳美 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ 中2
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 中学 27 村中まいか ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ 中3

26 松浦　有記 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷ 中2
32 齋藤　柚実 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾐ 中2

4 三菱養和ＳＳ 1173 大高　真央 ｵｵﾀｶ ﾏｵ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1172 川辺　　晃 ｶﾜﾍﾞ ﾋｶﾙ 中1

1170 黒澤　奏子 ｸﾛｻﾜ ｶﾅｺ 中2
1166 井本　麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中3

5 あかやまＳＳ 253 小野澤　遥 ｵﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中3
ｱｶﾔﾏSS 中学 250 高田　愛美 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中2

247 伊藤　仁美 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 中3
255 内川　友希 ｳﾁｶﾜ ﾕｳｷ 中2

6 柏洋・柏 841 堀口　菜花 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅﾉｶ 中2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 中学 837 西田　沙羅 ﾆｼﾀﾞ ｻﾗ 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

7 金町ＳＣ 1002 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中3
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1001 中村　　藍 ﾅｶﾑﾗ ｱｲ 中2

990 山縣　美裕 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐﾕｳ 中3
995 小林　沙衣 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ 中2

8 初芝ＳＳ 2368 小川　　栞 ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 中2
ﾊﾂｼﾊﾞSS 中学 2367 古川　美帆 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 中3

2369 樫木絵里香 ｶｼｷ ｴﾘｶ 中2
2364 川畑　愛美 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾒｸﾞﾐ 中2

9 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1655 江本　沙織 ｴﾓﾄ ｻｵﾘ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学 1645 猪狩　玲名 ｲｶﾞﾘ ﾚｲﾅ 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

10 マリン江北 1333 山口　真奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 中1
ﾏﾘﾝｺｳﾎｸ 中学 1330 原　　裕子 ﾊﾗ ﾕｳｺ 中2

1335 小泉　摩記 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｷ 中3
1334 山倉　千明 ﾔﾏｸﾗ ﾁｱｷ 中3
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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.193 女子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:42.23
13～14歳            大会記録  3:56.17

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 後楽園調布 1294 藤田　奏子 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅｺ 中3

ｺｳﾗｸｴﾝSS 中学 1289 桑田　　冴 ｸﾜﾀ ｻｴ 中2
1290 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 中1
1287 遠山　美穂 ﾄｵﾔﾏ ﾐﾎ 中1

2 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1732 三森　優衣 ﾐﾂﾓﾘ ﾕｲ 中3
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 中学 1718 谷川　あさ ﾀﾆｶﾜ ｱｻ 中3

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

3 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 2392 田原　麻捺 ﾀﾊﾗ ｱｻﾅ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2391 有岡由佳理 ｱﾘｵｶ ﾕｶﾘ 中2

2393 中川路友希 ﾅｶｶﾞﾜｼﾞ ﾄﾓｷ 中2
2389 亀野　睦紀 ｶﾒﾉ ﾑﾂｷ 中3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 881 岩城　美良 ｲﾜｼﾛ ﾐﾗ 中2
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 中学 883 熊崎　弥生 ｸﾏｻﾞｷ ﾔﾖｲ 中3

879 榎本　梨沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 中2
891 野村　朱里 ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 中3

5 ＪＳＳ立石 1044 海老沼　忍 ｴﾋﾞﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 中3
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
1047 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中3

6 イトマン 2266 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2254 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 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

7 イトマン大教 545 鈴木　聖未 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 中2
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

530 小島　萌瑛 ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｴ 中3
540 田村　美優 ﾀﾑﾗ ﾐﾕ 中3

8 ＪＳＳ長岡 1854 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 中1
JSSﾅｶﾞｵｶ 中学 1852 玉井恵理子 ﾀﾏｲ ｴﾘｺ 中2

1853 高野　紗永 ﾀｶﾉ ｻｴ 中2
1857 綿貫めぐみ ﾜﾀﾇｷ ﾒｸﾞﾐ 中2

9 イ大教二本松 223 菅野　史恵 ｶﾝﾉ ﾌﾐｴ 中2
ｲﾄﾏﾝﾆﾎﾝﾏ 中学 221 佐藤　礼菜 ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 中2

219 伊藤可奈子 ｲﾄｳ ｶﾅｺ 中1
225 服部穂菜美 ﾊｯﾄﾘ ﾎﾅﾐ 中2

10 ロンド上北台 944 峯岸　真央 ﾐﾈｷﾞｼ ﾏｵ 中2
ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ 中学 943 中村　桃子 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｺ 中1

942 小谷野泰穂 ｺﾔﾉ ﾔｽﾎ 中3
941 高橋さつき ﾀｶﾊｼ ｻﾂｷ 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.193 女子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:42.23
13～14歳            大会記録  3:56.17

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 イトマン安中 415 真下　莉奈 ﾏｼﾓ ﾘﾅ 中2

ｲﾄﾏﾝｱﾝﾅｶ 中学 418 北村　志歩 ｷﾀﾑﾗ ｼﾎ 中2
417 塚越　麻未 ﾂｶｺﾞｼ ﾏﾐ 中1
414 三浦　裕実 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾐ 中2

2 セ・世田谷 1250 元藤　春奈 ｹﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 中2
ｾ･ｾﾀｶﾞﾔ 中学 1252 大田　紗也 ｵｵﾀ ｻﾔ 中2

1244 荻原　未沙 ｵｷﾞﾜﾗ ﾐｻ 中2
1247 鎌苅　杏奈 ｶﾏｶﾘ ｱﾝﾅ 中2

3 フィッツＳＣ 1815 一之瀬　栞 ｲﾁﾉｾ ｼｵﾘ 中3
ﾌｨｯﾂSC 中学 1814 井上　紗耶 ｲﾉｳｴ ｻﾔ 中2

1827 堀内　菜未 ﾎﾘｳﾁ ﾅﾐ 中1
1820 千野早也香 ﾁﾉ ｻﾔｶ 中2

4 ジャパン丸亀 2730 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 中2
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 中学 2736 濱口　裕香 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 中2

2735 平池　杏菜 ﾋﾗｲｹ ｱﾝﾅ 中2
2732 土岐　彩香 ﾄｷ ｱﾔｶ 中2

5 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 1123 内野　怜菜 ｳﾁﾉ ﾚｲﾅ 中2
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 中学 1117 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 中3

1115 桜沢ライラ ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾗｲﾗ 中2
1116 山﨑　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 中3

6 御幸ヶ原ＳＳ 341 秋元　彩香 ｱｷﾓﾄ ｻｲｶ 中3
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 中学 352 澁谷　清美 ｼﾌﾞﾔ ｷﾖﾐ 中3

339 金子　友香 ｶﾈｺ ﾕｶ 中3
348 清水　咲子 ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ 中2

7 成増ロンド 1353 村田　裕奈 ﾑﾗﾀ ﾕﾅ 中2
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 中学 1351 清水　　香 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 中2

1343 尾上　遥奈 ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 中2
1346 伊藤　安奈 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 中3

8 湘南ＳＳ 1461 薄井裕美子 ｳｽｲ ﾕﾐｺ 中3
ｼｮｳﾅﾝSS 中学 1456 菊池　奈々 ｷｸﾁ ﾅﾅ 中3

1459 熊谷のどか ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾄﾞｶ 中3
1457 桐ヶ谷靖子 ｷﾘｶﾞﾔ ﾔｽｺ 中2

9 かしまＡＺ 1388 桑原　静香 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｽﾞｶ 中3
ｶｼﾏAZ 中学 1403 仙北　　早 ｾﾝﾎﾞｸ ﾊﾔ 中2

1396 坂本　朋美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 中2
1379 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 中2

10 太陽教育ＳＣ 1023 森下ミユキ ﾓﾘｼﾀ ﾐﾕｷ 中2
T･K･S･C 中学 1024 村上　侑衣 ﾑﾗｶﾐ ﾕｲ 中2

1021 佐野愛梨紗 ｻﾉ ｱﾘｻ 中2
1025 鈴木　結奈 ｽｽﾞｷ ﾕﾅ 中2
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