
第34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     
                                                  
東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.159 女子    400m   リレー   予選   4組
13～14歳            大会記録  3:48.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1956 青木　優実 ｱｵｷ ﾕﾐ 中1
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 中学 1955 田村　実花 ﾀﾑﾗ ﾐｶ 中2

1957 馬場　朱子 ﾊﾞﾊﾞ ｱｶﾈ 中1
1958 田邊　成美 ﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ 中1

3 枚方ＳＳ 2938 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2939 大野奈津子 ｵｵﾉ ﾅﾂｺ 中2

2941 吉岡　千尋 ﾖｼｵｶ ﾁﾋﾛ 中1
2940 見浪　早紀 ﾐﾅﾐ ｻｷ 中2

4 三菱養和ＳＳ 1317 志村　美樹 ｼﾑﾗ ﾐｷ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1315 渋川　佳穂 ｼﾌﾞｶﾜ ｶﾎ 中1

1314 小林あかり ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 中1
1313 多田理緒子 ﾀﾀﾞ ﾘｵｺ 中2

5 太陽教育ＳＣ 1093 山下　桃佳 ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｶ 中1
T･K･S･C 中学 1092 小口　愛美 ｺｸﾞﾁ ｱﾐ 中2

1091 平野季実子 ﾋﾗﾉ ｷﾐｺ 中2
1090 今野　瑠菜 ｺﾝﾉ ﾙﾅ 中2

6 KONAMI向日町 2719 茶園　亜美 ﾁｬｴﾝ ｱﾐ 中2
ｺﾅﾐﾑｺｳﾏﾁ 中学 2718 堀井　柚希 ﾎﾘｲ ﾕｷ 中2

2721 北田　　優 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 中2
2720 川﨑　　碧 ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 中2

7 NECGSC溝の口 2033 川畑　志保 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ 中2
NECGSC M 中学 2034 伊賀崎ひかる ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ 中2

2037 八木橋　玲 ﾔｷﾞﾊｼ ﾚｲ 中1
2036 檜山　悠理 ﾋﾔﾏ ﾕｳﾘ 中1

8
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スタートリスト

競技No.159 女子    400m   リレー   予選   4組
13～14歳            大会記録  3:48.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 田柄ＳＣ 1095 櫻井　美乃 ｻｸﾗｲ ﾖｼﾉ 中2

ﾀｶﾞﾗSC 中学 1094 三武みちる ﾐﾀｹ ﾐﾁﾙ 中2
1097 奈良　梨花 ﾅﾗ ﾘｶ 中1
1096 森岡　紀子 ﾓﾘｵｶ ﾉﾘｺ 中2

2 ｲﾄﾏﾝアビコ 2772 牛塚　瑞紀 ｳｼﾂｶ ﾐｽﾞｷ 中2
ｲﾄﾏﾝｱﾋﾞｺ 中学 2773 福山　有菜 ﾌｸﾔﾏ ﾕｳﾅ 中2

2771 中西　優夏 ﾅｶﾆｼ ﾕｶ 中2
2774 菱川　紗希 ﾋｼｶﾜ ｻｷ 中1

3 東京ＳＣ 1152 木澤理寿夢 ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1157 青柳　杏奈 ｱｵﾔｷﾞ ｱﾝﾅ 中1

1153 ｽﾋﾟﾇｿ絵立響 ｽﾋﾟﾇｿ ｴﾘｯｻ 中2
1154 今井　瑛理 ｲﾏｲ ｴﾘ 中1

4 スウィン大教 644 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 中2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 642 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 中2

645 大村　菜乃 ｵｵﾑﾗ ﾅﾉ 中2
646 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 中2

5 KONAMI林間 1750 中島みなみ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 中2
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中学 1749 井上　　碧 ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 中2

1752 福島　史織 ﾌｸｼﾏ ｼｵﾘ 中2
1751 内田　好香 ｳﾁﾀﾞ ｽﾐｶ 中2

6 スウィン埼玉 679 江森　　優 ｴﾓﾘ ﾕｳ 中1
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 中学 677 橡尾　真依 ﾄﾁｵ ﾏｲ 中1

676 城光寺杏佳 ｼﾞｮｳｺｳｼﾞ ｷｮｳ 中2
678 吉田　彩乃 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 中1

7 相模原ＤＣ 1779 高崎　　葵 ﾀｶｻｷ ｱｵｲ 中1
ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学 1777 金子　喜恵 ｶﾈｺ ｷｴ 中2

1778 佐藤真由香 ｻﾄｳ ﾏﾕｶ 中2
1780 望月　玲奈 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲﾅ 中1

8 マリン舎人 1624 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 中2
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 中学 1628 押田　華澄 ｵｼﾀﾞ ｶｽﾐ 中1

1625 津田絵理佳 ﾂﾀﾞ ｴﾘｶ 中2
1626 片山　友希 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 中2
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東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.159 女子    400m   リレー   予選   4組
13～14歳            大会記録  3:48.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 神奈中ＳＳ 1801 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 中2

ｶﾅﾁｭｳSS 中学 1802 西山　怜奈 ﾆｼﾔﾏ ﾚﾅ 中2
1805 山城日向子 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾅｺ 中1
1804 新井　千夏 ｱﾗｲ ﾁﾅﾂ 中1

2 イトマン函館 42 神　　文香 ｼﾞﾝ ﾌﾐｶ 中2
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 中学 39 寒川　芽衣 ｻﾑｶﾜ ﾒｲ 中2

40 磯谷　　舞 ｲｿﾔ ﾏｲ 中2
41 上田有梨那 ｳｴﾀﾞ ﾕﾘﾅ 中2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 897 塩澤菜々子 ｼｵｻﾞﾜ ﾅﾅｺ 中2
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 中学 898 宇夫方菜美 ｳﾌﾞｶﾀ ﾅﾐ 中1

896 高橋　星奈 ﾀｶﾊｼ ｾｲﾅ 中2
894 久保園佳奈 ｸﾎﾞｿﾞﾉ ｶﾅ 中2

4 ｽｳｨﾝ宇都宮 371 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 中2
SWｳﾂﾉﾐﾔ 中学 374 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 中1

372 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 中2
373 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 中2

5 アクシー東 2172 西山　晴香 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ 中1
ｱｸｼｰﾋｶﾞｼ 中学 2173 金子菜津希 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 中1

2170 柏木　　光 ｶｼﾜｷﾞ ﾋｶﾘ 中2
2171 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 中2

6 KONAMI三田 3124 結城　千晴 ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ 中1
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 中学 3121 兵庫　由麻 ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾏ 中2

3123 佐々木美耶 ｻｻｷ ﾐﾔ 中2
3122 谷本　藍子 ﾀﾆﾓﾄ ｱｲｺ 中2

7 スウィン熊谷 543 内田　美咲 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 中2
SWｸﾏｶﾞﾔ 中学 541 温品　　和 ﾇｸｼﾅ ﾉﾄﾞｶ 中2

542 坂本祐里子 ｻｶﾓﾄ ﾕﾘｺ 中2
540 新井　夏実 ｱﾗｲ ﾅﾂﾐ 中2

8 金町ＳＣ 1069 星野　沙歩 ﾎｼﾉ ｻﾎ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1065 近藤真奈美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ 中2

1067 松葉　知美 ﾏﾂﾊﾞ ﾄﾓﾐ 中2
1066 田中　　蘭 ﾀﾅｶ ﾗﾝ 中2
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東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.159 女子    400m   リレー   予選   4組
13～14歳            大会記録  3:48.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 鶴岡ＳＣ 228 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 中1

ﾂﾙｵｶSC 中学 226 難波　颯紀 ﾅﾝﾊﾞ ｻｷ 中2
227 渡部　愛咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 中2
229 宮武　珠希 ﾐﾔﾀｹ ﾀﾏｷ 中1

2 KITZ綾瀬 1346 岸下　千恵 ｷｼｼﾀ ﾁｴ 中1
KITZｱﾔｾ 中学 1344 城島　美柚 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 中2

1345 松森　七海 ﾏﾂﾓﾘ ﾅﾅﾐ 中1
1343 高橋　直美 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ 中2

3 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 923 野田　彩香 ﾉﾀﾞ ｱﾔｶ 中1
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 927 池田　奈穂 ｲｹﾀﾞ ﾅﾎ 中1

924 岡田洋加子 ｵｶﾀﾞ ﾐｶｺ 中1
922 宇佐見　渚 ｳｻﾐ ﾅｷﾞｻ 中2

4 イ ト マ ン 2811 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2812 井上　　悠 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 中2

2813 石井　綺音 ｲｼｲ ｱﾔﾈ 中1
2814 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 中1

5 東武・鐘ヶ淵 1646 永田　　百 ﾅｶﾞﾀ ﾓﾓ 中1
ﾄｳﾌﾞSS-K 中学 1647 山口　采瑳 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｲｻ 中1

1649 内田　亜美 ｳﾁﾀﾞ ｱﾐ 中1
1645 新倉みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 中2

6 林　水泳教室 1714 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 中1
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 中学 1713 山本　理加 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶ 中2

1711 河本　海音 ｺｳﾓﾄ ﾐｵ 中2
1712 城内由夏子 ｷｳﾁ ﾕｶｺ 中2

7 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1015 須嵜　仁美 ｽｻｷ ﾋﾄﾐ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 1017 高村　　星 ﾀｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 中1

1014 髙木　桃子 ﾀｶｷ ﾓﾓｺ 中2
1016 石川　朋実 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 中2

8 京都踏水会 2712 武田つむぎ ﾀｹﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 中1
ﾄｳｽｲｶｲ 中学 2711 宮本のどか ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 中2

2710 太田　結奈 ｵｵﾀ ﾕｳﾅ 中2
2713 岩田　真季 ｲﾜﾀ ﾏｷ 中1
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