
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.219 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:57.62
13～14歳            大会記録  4:04.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 イトマン函館 40 磯谷　　舞 ｲｿﾔ ﾏｲ 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

42 神　　文香 ｼﾞﾝ ﾌﾐｶ 中2
41 上田有梨那 ｳｴﾀﾞ ﾕﾘﾅ 中2

4 トピーアヤセ 1839 竹内　澪乃 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ 中1
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中学 1838 橋本　円希 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂｷ 中1

1840 片桐　由起 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｷ 中1
1837 森嶋　由佳 ﾓﾘｼﾏ ﾕｶ 中2

5 KONAMI立川 1482 麻野　怜香 ｱｻﾉ ﾚｲｶ 中1
ｺﾅﾐﾀﾁｶﾜ 中学 1479 槙島　千華 ﾏｷｼﾏ ﾁｶ 中1

1480 手川　美佳 ﾃｶﾞﾜ ﾐｶ 中1
1481 西久保菜穂 ﾆｼｸﾎﾞ ﾅﾎ 中1
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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.219 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:57.62
13～14歳            大会記録  4:04.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 金町ＳＣ 1066 田中　　蘭 ﾀﾅｶ ﾗﾝ 中2

ｶﾅﾏﾁSC 中学 1070 五十嵐陽菜 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙﾅ 中1
1068 石田　満葉 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾊ 中2
1069 星野　沙歩 ﾎｼﾉ ｻﾎ 中2

2 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1957 馬場　朱子 ﾊﾞﾊﾞ ｱｶﾈ 中1
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 中学 1955 田村　実花 ﾀﾑﾗ ﾐｶ 中2

1956 青木　優実 ｱｵｷ ﾕﾐ 中1
1958 田邊　成美 ﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ 中1

3 スウィン熊谷 544 大西　彩夏 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 中1
SWｸﾏｶﾞﾔ 中学 541 温品　　和 ﾇｸｼﾅ ﾉﾄﾞｶ 中2

543 内田　美咲 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 中2
540 新井　夏実 ｱﾗｲ ﾅﾂﾐ 中2

4 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 895 伊藤　優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 中2
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 中学 899 河合　真由 ｶﾜｲ ﾏﾕ 中1

897 塩澤菜々子 ｼｵｻﾞﾜ ﾅﾅｺ 中2
894 久保園佳奈 ｸﾎﾞｿﾞﾉ ｶﾅ 中2

5 枚方ＳＳ 2939 大野奈津子 ｵｵﾉ ﾅﾂｺ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2941 吉岡　千尋 ﾖｼｵｶ ﾁﾋﾛ 中1

2938 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 中2
2940 見浪　早紀 ﾐﾅﾐ ｻｷ 中2

6 ＳＡ松任 2253 谷口　真穂 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾎ 中2
SAﾏｯﾄｳ 中学 2255 竹原　有紀 ﾀｹﾊﾗ ﾕｷ 中2

2254 北田まあこ ｷﾀﾀﾞ ﾏｱｺ 中2
2256 東野　実穂 ﾋｶﾞｼﾉ ﾐﾎ 中2

7 ｺﾊﾟﾝ近江八幡 2654 藤田　瑠菜 ﾌｼﾞﾀ ﾙﾅ 中2
ｺﾊﾟﾝｵｳﾐ 中学 2656 三谷　真由 ﾐﾀﾆ ﾏﾕ 中1

2655 永原　実佳 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｶ 中2
2653 山田　　菖 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾒ 中2
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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.219 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:57.62
13～14歳            大会記録  4:04.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＪＳＳ羽曳野 2919 岡田実優里 ｵｶﾀﾞ ﾐﾕﾘ 中1

JSSﾊﾋﾞｷﾉ 中学 2916 清野　真由 ｾｲﾉ ﾏﾕ 中2
2917 黒岡　沙耶 ｸﾛｵｶ ｻﾔ 中2
2918 三上　純心 ﾐｶﾐ ｱﾔﾐ 中1

2 東京ＳＣ 1157 青柳　杏奈 ｱｵﾔｷﾞ ｱﾝﾅ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1156 富岡　茉純 ﾄﾐｵｶ ﾏｽﾐ 中1

1153 ｽﾋﾟﾇｿ絵立響 ｽﾋﾟﾇｿ ｴﾘｯｻ 中2
1152 木澤理寿夢 ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ 中2

3 林　水泳教室 1711 河本　海音 ｺｳﾓﾄ ﾐｵ 中2
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 中学 1710 グレイクレア ｸﾞﾚｲ ｸﾚｱ 中2

1714 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 中1
1712 城内由夏子 ｷｳﾁ ﾕｶｺ 中2

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 643 阿部　　渚 ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ 中2

642 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 中2
646 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 中2

5 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 922 宇佐見　渚 ｳｻﾐ ﾅｷﾞｻ 中2
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 925 高梨　汐音 ﾀｶﾅｼ ｼｵﾈ 中1

927 池田　奈穂 ｲｹﾀﾞ ﾅﾎ 中1
923 野田　彩香 ﾉﾀﾞ ｱﾔｶ 中1

6 東武・鐘ヶ淵 1645 新倉みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 中2
ﾄｳﾌﾞSS-K 中学 1648 中澤　結夕 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ 中1

1646 永田　　百 ﾅｶﾞﾀ ﾓﾓ 中1
1647 山口　采瑳 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｲｻ 中1

7 鶴岡ＳＣ 229 宮武　珠希 ﾐﾔﾀｹ ﾀﾏｷ 中1
ﾂﾙｵｶSC 中学 227 渡部　愛咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 中2

228 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 中1
226 難波　颯紀 ﾅﾝﾊﾞ ｻｷ 中2

8 三菱養和ＳＳ 1316 田沼　彩花 ﾀﾇﾏ ｱﾔｶ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1318 増田　舞紗 ﾏｽﾀﾞ ﾏｲｼｬ 中1

1314 小林あかり ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 中1
1317 志村　美樹 ｼﾑﾗ ﾐｷ 中1
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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.219 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:57.62
13～14歳            大会記録  4:04.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4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 1099 宮澤　あみ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 中1
1097 奈良　梨花 ﾅﾗ ﾘｶ 中1
1098 多田　萌香 ﾀﾀﾞ ﾓｴｶ 中1

2 NECGSC溝の口 2034 伊賀崎ひかる ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ 中2
NECGSC M 中学 2035 木﨑あゆみ ｷｻｷ ｱﾕﾐ 中1

2033 川畑　志保 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ 中2
2036 檜山　悠理 ﾋﾔﾏ ﾕｳﾘ 中1

3 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

1626 片山　友希 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 中2
1625 津田絵理佳 ﾂﾀﾞ ｴﾘｶ 中2

4 イ ト マ ン 2813 石井　綺音 ｲｼｲ ｱﾔﾈ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2811 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 中2

2814 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 中1
2812 井上　　悠 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 中2

5 東邦ＳＣ 2431 小﨑　絵莉 ｺｻﾞｷ ｴﾘ 中1
ﾄｳﾎｳSC 中学 2433 松原空彩虹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾖｶ 中1

2429 柴田　真由 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾕ 中2
2430 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 中1

6 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1014 髙木　桃子 ﾀｶｷ ﾓﾓｺ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 1016 石川　朋実 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 中2

1015 須嵜　仁美 ｽｻｷ ﾋﾄﾐ 中2
1017 高村　　星 ﾀｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 中1

7 神奈中ＳＳ 1805 山城日向子 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾅｺ 中1
ｶﾅﾁｭｳSS 中学 1801 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 中2

1803 真城　侑奈 ｻﾅｷﾞ ﾕｳﾅ 中2
1804 新井　千夏 ｱﾗｲ ﾁﾅﾂ 中1

8 山形ＳＣ 211 古林　毬菜 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 中2
ﾔﾏｶﾞﾀSC 中学 210 後藤　里奈 ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 中2

209 丸子　紗奈 ﾏﾙｺ ｻﾅ 中2
208 渡部　未歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ 中2
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