
第29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   6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 東京ＳＣ 1448 志手　悠夏 ｼﾃﾞ ﾊﾙｶ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1474 永井　　舞 ﾅｶﾞｲ ﾏｲ 中2

1446 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 中1
1481 逆井　　結 ｻｶｻｲ ﾕｲ 中2

3 ＪＳＳ廿日市 3589 岩木沙也香 ｲﾜｷ ｻﾔｶ 中1
JSSﾊﾂｶｲﾁ 中学 3591 杉藪　沙織 ｽｷﾞﾔﾌﾞ ｻｵﾘ 中2

3590 松田　悠佳 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｶ 中2
3588 安平　　恵 ﾔｽﾋﾗ ﾒｸﾞﾐ 中2

4 ＪＳＳ比良 2791 近藤　早希 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷ 中2
JSSﾋﾗ 中学 2792 松田　知華 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｶ 中1

2790 岩田　博子 ｲﾜﾀ ﾋﾛｺ 中2
2789 岩田　智子 ｲﾜﾀ ｻﾄｺ 中2

5 豊橋ＳＳ 2793 河合　美咲 ｶﾜｲ ﾐｻｷ 中2
ﾄﾖﾊｼSS 中学 2796 杉浦　京香 ｽｷﾞｳﾗ ｷｮｳｶ 中2

2794 今田　瑞紀 ｲﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 中1
2795 須山　麻実 ｽﾔﾏ ｱｻﾐ 中2

6 ＭＹＳ名学院 2779 樋田　裕恵 ﾄｲﾀﾞ ﾋﾛｴ 中2
MYSﾅｺﾞﾔ 中学 2781 鈴木　みさ ｽｽﾞｷ ﾐｻ 中2

2777 中山　亜衣 ﾅｶﾔﾏ ｱｲ 中2
2776 太田　晴菜 ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ 中2

7 名鉄ＳＳ刈谷 2773 坂本　南帆 ｻｶﾓﾄ ﾅﾎ 中2
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 中学 2766 伊藤　早希 ｲﾄｳ ｻｷ 中1

2771 宮野　寿和 ﾐﾔﾉ ｺﾄﾜ 中2
2772 原　　優美 ﾊﾗ ﾕｳﾐ 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   6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 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1926 宮　　萌子 ﾐﾔ ﾓｴｺ 中2

ｾ･ﾌﾁｭｳ 中学 1934 藤本　和美 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 中1
1928 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ 中1
1933 町田　栞里 ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ 中1

2 ジャパン観 3654 眞鍋和歌子 ﾏﾅﾍﾞ ﾜｶｺ 中2
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 中学 3646 上野沙奈恵 ｳｴﾉ ｻﾅｴ 中2

3647 上野友莉菜 ｳｴﾉ ﾕﾘﾅ 中1
3653 旅田なつみ ﾀﾋﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中1

3 枚方ＳＳ 3212 有岡由佳理 ｱﾘｵｶ ﾕｶﾘ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 3211 松端　美穂 ﾏﾂﾊﾞﾀ ﾐﾎ 中2

3214 中川路友希 ﾅｶｶﾞﾜｼﾞ ﾄﾓｷ 中2
3213 田原　麻捺 ﾀﾊﾗ ｱｻﾅ 中2

4 イトマン安中 620 真下　莉奈 ﾏｼﾓ ﾘﾅ 中2
ｲﾄﾏﾝｱﾝﾅｶ 中学 618 井上結加里 ｲﾉｳｴ ﾕｶﾘ 中2

624 北村　志歩 ｷﾀﾑﾗ ｼﾎ 中2
619 三浦　裕実 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾐ 中2

5 ＪＳジャンボ 2469 山路　　栞 ﾔﾏｼﾞ ｼｵﾘ 中2
JSｼﾞｬﾝﾎﾞ 中学 2476 和泉田理緒 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾘｵ 中2

2467 桂　　弥生 ｶﾂﾗ ﾔﾖｲ 中2
2470 小林江里佳 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 中2

6 イトマン館林 607 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 中2
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 中学 604 山口紫緒梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾘ 中1

612 田部井優穂 ﾀﾍﾞｲ ﾕﾎ 中2
615 内田　有紀 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷ 中2

7 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 1682 濱田　瑠璃 ﾊﾏﾀﾞ ﾙﾘ 中1
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 中学 1679 吉田　安菜 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝﾅ 中1

1676 伊藤千凪海 ｲﾄｳ ﾁﾅﾐ 中1
1678 岩本　一美 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 中2

8 ベスト熊本 3904 松尾　美鈴 ﾏﾂｵ ﾐｽｽﾞ 中1
ﾍﾞｽﾄｸﾏﾓﾄ 中学 3900 桐木　唯衣 ｷﾘｷ ﾕｲ 中2

3899 宮崎　裕己 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾐ 中2
3901 狩野　　萌 ｶﾉ ﾓｴ 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   6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 ＢＳＳ古賀 3778 眞角　帆南 ﾏｽﾐ ﾎﾅﾐ 中2

BSSｺｶﾞ 中学 3773 須田　新葉 ｽﾀﾞ ﾜｶﾊﾞ 中2
3777 徳本真奈美 ﾄｸﾓﾄ ﾏﾅﾐ 中2
3768 溝口　未来 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾐﾗｲ 中2

2 三菱養和ＳＳ 1575 黒澤　奏子 ｸﾛｻﾜ ｶﾅｺ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1572 岡田　朋子 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｺ 中1

1571 伊東真理絵 ｲﾄｳ ﾏﾘｴ 中2
1580 大高　真央 ｵｵﾀｶ ﾏｵ 中2

3 イ大教二本松 368 安斎　聡美 ｱﾝｻﾞｲ ｻﾄﾐ 中2
ｲﾄﾏﾝﾆﾎﾝﾏ 中学 377 菅野　史恵 ｶﾝﾉ ﾌﾐｴ 中2

372 佐藤　礼菜 ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 中2
378 服部穂菜美 ﾊｯﾄﾘ ﾎﾅﾐ 中2

4 後楽園調布 1759 鈴木　彩香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 中1
ｺｳﾗｸｴﾝSS 中学 1752 西村　　希 ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 中1

1754 石川　結葵 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 中1
1745 遠山　美穂 ﾄｵﾔﾏ ﾐﾎ 中1

5 ＪＳＳ八王子 1848 山本　紗英 ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 中1
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1847 熊沢　千紘 ｸﾏｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 中2

1845 塩谷　波那 ｼｵﾔ ﾊﾅ 中1
1850 嶋田　佳織 ｼﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 中2

6 国見ＳＣ 233 石井優美子 ｲｼｲ ﾕﾐｺ 中1
ｸﾆﾐｽｲﾐﾝｸ 中学 231 結城　育海 ﾕｳｷ ｲｸﾐ 中1

229 安田　華子 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾅｺ 中1
232 山田　楓花 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶ 中1

7 イトマン多摩 2300 沼崎　　円 ﾇﾏｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 中2
ｲﾄﾏﾝﾀﾏ 中学 2306 白井　礼子 ｼﾗｲ ﾚｲｺ 中2

2303 川口　知美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 中2
2292 井田　奏美 ｲﾀﾞ ｶﾅﾐ 中1

8 イトマン太田 685 山岡　優美 ﾔﾏｵｶ ﾕﾐ 中2
ｲﾄﾏﾝｵｵﾀ 中学 691 松沢　芽依 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾒｲ 中1

694 清水愛里菜 ｼﾐｽﾞ ｴﾘﾅ 中2
698 鈴木麻美子 ｽｽﾞｷ ﾏﾐｺ 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   6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 ｾﾝﾄﾗﾙ世田谷 1704 鎌苅　杏奈 ｶﾏｶﾘ ｱﾝﾅ 中2

ｾ･ｾﾀｶﾞﾔ 中学 1706 久保まりな ｸﾎﾞ ﾏﾘﾅ 中2
1701 荻原　未沙 ｵｷﾞﾜﾗ ﾐｻ 中2
1693 元藤　春奈 ｹﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 中2

2 かしまＡＺ 1870 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1852 香山　真琴 ｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 中1

1879 坂本　朋美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 中2
1857 仙北　　早 ｾﾝﾎﾞｸ ﾊﾔ 中2

3 成増ロンド 1822 村田　裕奈 ﾑﾗﾀ ﾕﾅ 中2
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 中学 1818 高柴　瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞ ﾙｲ 中1

1824 尾上　遥奈 ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 中2
1819 清水　　香 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 中2

4 ＪＳＳ長岡 2481 高野　紗永 ﾀｶﾉ ｻｴ 中2
JSSﾅｶﾞｵｶ 中学 2485 綿貫めぐみ ﾜﾀﾇｷ ﾒｸﾞﾐ 中2

2484 布川　明穂 ﾇﾉｶﾜ ｱｷﾎ 中2
2480 玉井恵理子 ﾀﾏｲ ｴﾘｺ 中2

5 イトマン函館 82 清水　明恵 ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 中2
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 中学 68 岡田明抄希 ｵｶﾀﾞ ｱｻｷ 中2

70 丸山あゆみ ﾏﾙﾔﾏ ｱﾕﾐ 中1
77 狩野　理紗 ｶﾘﾉ ﾘｻ 中1

6 平針ＳＳ 2855 鈴木ひろみ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 中2
ﾋﾗﾊﾞﾘSS 中学 2853 播磨　季美 ﾊﾘﾏ ｽｴﾐ 中1

2851 竹内　洋子 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｺ 中2
2852 湯浅　杏梨 ﾕｱｻ ｱﾝﾘ 中1

7 藤村ＳＳ 1538 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 中1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 1532 山崎　芙蓉 ﾔﾏｻｷ ﾌﾖｳ 中1

1536 川瀬　史莉 ｶﾜｾ ｱﾔﾘ 中1
1531 佐藤　　恋 ｻﾄｳ ﾚﾝ 中2

8 イトマン埼玉 925 小野里綾子 ｵﾉｻﾞﾄ ｱﾔｺ 中1
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 中学 895 竹内　麻佑 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕ 中1

896 中村友梨香 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 中1
901 鈴木　聖未 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 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   6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 多摩ＩＳＣ 1726 内藤由里恵 ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｴ 中2

ﾀﾏISC 中学 1722 川上奈津季 ｶﾜｶﾐ ﾅﾂｷ 中2
1728 武藤　千明 ﾑﾄｳ ﾁｱｷ 中2
1725 藤田　幸恵 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷｴ 中2

2 ル・土気 1111 富安　理嘉 ﾄﾐﾔｽ ﾘｶ 中1
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 中学 1113 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 中1

1114 野本　葉子 ﾉﾓﾄ ﾖｳｺ 中2
1115 稲葉沙椰之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾔﾉ 中1

3 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1888 加藤　由衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 中2
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 中学 1897 仁科　友里 ﾆｼﾅ ﾕﾘ 中2

1893 宗像　彩乃 ﾑﾅｶﾀ ｱﾔﾉ 中1
1885 安永　　愛 ﾔｽﾅｶﾞ ｱｲ 中2

4 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 2197 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 中1
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学 2213 平賀真理子 ﾋﾗｶﾞ ﾏﾘｺ 中2

2200 江本　沙織 ｴﾓﾄ ｻｵﾘ 中2
2211 柏木　佳津 ｶｼﾜｷﾞ ｶｽﾞ 中2

5 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1304 岡本　明莉 ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 中1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 1312 森川　愛理 ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ 中2

1311 小倉　優衣 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 中2
1324 藤井真奈美 ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ 中1

6 秋田ＡＣ 280 石井　　希 ｲｼｲ ﾉｿﾞﾐﾞ 中2
ｱｷﾀAC 中学 279 小林明日香 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 中2

277 小山　雅子 ｺﾔﾏ ﾏｻｺ 中1
273 井上　未来 ｲﾉｳｴ ﾐｸ 中1

7 KONAMI西葛西 1565 田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ 中2
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1545 河辺夕貴子 ｶﾜﾍﾞ ﾕｷｺ 中1

1556 松竹　涼子 ﾏﾂﾀｹ ﾘｮｳｺ 中1
1566 田渕　花恵 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 中2

8 イトマン守谷 478 竹　　清伽 ﾀｹ ｻﾔｶ 中2
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 中学 475 三原　未麻 ﾐﾊﾗ ﾐﾏ 中1

476 三田寺加奈 ﾐﾀﾃﾞﾗ ｶﾅ 中2
477 村上　真伊 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 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   6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

6組
1 名古屋ＳＣ 2689 伊藤　綾花 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 中1

ﾅｺﾞﾔSC 中学 2705 白川　結稀 ｼﾗｶﾜ ﾕｷ 中2
2701 大石　恵梨 ｵｵｲｼ ｴﾘ 中2
2693 五島　　舞 ｺﾞｼﾏ ﾏｲ 中2

2 柏洋・柏 1144 戸辺　千瑛 ﾄﾍﾞ ﾁｱｷ 中2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 中学 1145 佐藤　愛菜 ｻﾄｳ ｴﾅ 中2

1140 和田真由香 ﾜﾀﾞ ﾏﾕｶ 中1
1139 堀口　菜花 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅﾉｶ 中2

3 ジャパン丸亀 3637 土岐　彩香 ﾄｷ ｱﾔｶ 中2
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 中学 3633 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 中2

3641 濱口　裕香 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 中2
3640 平池　杏菜 ﾋﾗｲｹ ｱﾝﾅ 中2

4 イトマン 3083 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 3090 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 中1

3097 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 中2
3094 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 中2

5 イトマン東海 2682 川除　結花 ｶﾜﾖｹ ﾕｶ 中1
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 中学 2683 田口　美蓮 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾊｽ 中2

2685 福岡れなみ ﾌｸｵｶ ﾚﾅﾐ 中1
2676 岡澤　宏美 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 中2

6 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 1517 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 1515 吉田　聡美 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾐ 中2

1522 牧田　　彩 ﾏｷﾀ ｱﾔ 中2
1521 内野　怜菜 ｳﾁﾉ ﾚｲﾅ 中2

7 金町ＳＣ 1361 島田　彩希 ｼﾏﾀﾞ ｻｷ 中1
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1360 渡辺　花純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾐ 中2

1365 矢島永梨奈 ﾔｼﾞﾏ ｴﾘﾅ 中1
1357 中村　　藍 ﾅｶﾑﾗ ｱｲ 中2

8 メディカル 1246 植草　梨緒 ｳｴｸｻ ﾘｵ 中2
ﾒﾃﾞｨｶﾙ 中学 1247 瀧上　真世 ﾀｷｼﾞｮｳ ﾏﾖ 中2

1248 中村　優希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 中2
1245 松丸　美穂 ﾏﾂﾏﾙ ﾐﾎ 中2
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