
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.221 女子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 愛み大瑞穂高 2394 田中　七瑠 ﾀﾅｶ ﾅﾅﾙ 高1
MIZUHO 高校 2391 鈴木　美穂 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 高2

2390 高木みはる ﾀｶｷﾞ ﾐﾊﾙ 高2
2393 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高1

4 イ ト マ ン 2803 辻本　茉穂 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ 高2
ｲﾄﾏﾝ 2800 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 高3

2806 湯尻　和佳 ﾕｼﾞﾘ ﾜｶ 中3
2801 金井　萌香 ｶﾅｲ ﾓｴｶ 高3

5 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 370 松原つかさ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｶｻ 高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

6

7

8
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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.221 女子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 920 山本　知佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ 中3

ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 919 篠原　春奈 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾅ 高1
921 真如　美優 ｼﾝﾆｮ ﾐﾕ 中3
918 髙谷　美結 ﾀｶﾀﾆ ﾐﾕ 高1

2 ﾙﾈｻﾝｽ土気 835 川瀬絵梨花 ｶﾜｾ ｴﾘｶ 高2
ﾙ･ﾄｹ 839 幸　美奈実 ｺｳ ﾐﾅﾐ 中2

838 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 中3
834 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 高2

3 ＪＳＳ長岡 2160 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 高3
JSSﾅｶﾞｵｶ 2162 丸山　采華 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 高1

2161 今井　成美 ｲﾏｲ ﾅﾙﾐ 高2
2163 奥村　晴香 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙｶ 中1

4 フレンドＳＣ 441 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 中3
ﾌﾚﾝﾄﾞSC 438 山口紫緒梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾘ 高3

440 須藤　亜湖 ｽﾄｳ ｱｺ 高1
439 大澤　美紀 ｵｵｻﾜ ﾐｷ 高1

5 周南ＳＣ 3336 徳本　美菜 ﾄｸﾓﾄ ﾐﾅ 高1
ｼｭｳﾅﾝSC 3338 山田ゆりあ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘｱ 中3

3337 河村　美枝 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｴ 高1
3334 橋本　優希 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

6 長岡大手 2147 諸橋佳帆子 ﾓﾛﾊｼ ｶﾎｺ 高1
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 2148 浅野　恵未 ｱｻﾉ ｴﾐ 高1

2144 宮崎　　緑 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 高2
2145 結城ありさ ﾕｳｷ ｱﾘｻ 高2

7 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1639 黒木　佑香 ｸﾛｷ ﾕｳｶ 高1
ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾁｭ 1636 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ 高3

1638 川瀬　寛夏 ｶﾜｾ ﾋﾛｶ 高1
1640 山田友菜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ 中1

8 ユアー蕨 719 秋山　遥奈 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾅ 高3
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 724 松井　夏海 ﾏﾂｲ ﾅﾂﾐ 中3

720 大森　愛子 ｵｵﾓﾘ ｱｲｺ 高2
723 中川　南美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 高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.221 女子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 フィッツＳＣ 2085 花形あゆみ ﾊﾅｶﾞﾀ ｱﾕﾐ 高2

ﾌｨｯﾂSC 2083 手塚　彩夏 ﾃﾂﾞｶ ｱﾔｶ 高2
2082 七里　夏海 ｼﾁﾘ ﾅﾂﾐ 高2
2088 岩本　紗季 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 中3

2 大阪成蹊女子 2742 富田　成美 ﾄﾐﾀ ﾅﾙﾐ 高1
ｵｵｻｶｾｲｹｲ 高校 2741 西岡みづき ﾆｼｵｶ ﾐﾂﾞｷ 高1

2743 亀山　琴音 ｶﾒﾔﾏ ｺﾄﾈ 高1
2740 北口　鈴菜 ｷﾀｸﾞﾁ ﾚｲﾅ 高2

3 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1535 國澤明日香 ｸﾆｻﾜ ｱｽｶ 高1
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 1536 杉本千智友 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｻﾄ 高1

1538 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 中3
1537 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 中3

4 豊川高 2562 瀬下　茉利 ｾｼﾓ ﾏﾘ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2560 小西　伶実 ｺﾆｼ ﾚﾐ 高2

2563 富田奈緒美 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾐ 高1
2561 松本菜摘美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高2

5 柏洋・柏 862 澤田　晴佳 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙｶ 中3
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 863 下山　夏帆 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ 中3

864 海老澤美月 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 中3
859 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 高2

6 KONAMI西葛西 1286 椿原　愛彩 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｱﾔ 高2
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 高校 1288 神宮司瀬里奈 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｾﾘｰ 高1

1287 小林　江舞 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ 高2
1285 友行　由子 ﾄﾓﾕｷ ﾕｳｺ 高2

7 ＪＳＳ八王子 1555 塩谷　　綸 ｼｵﾔ ﾘﾝ 高1
JSSﾊﾁｵｳｼ 1556 服部　友香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ 高1

1553 塩谷　波那 ｼｵﾔ ﾊﾅ 高3
1557 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 中2

8 ＫＯＳＡＫＡ 2833 嶋崎　鈴那 ｼﾏｻﾞｷ ｽｽﾞﾅ 高3
KOSAKA 2836 中原　優希 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ 中3

2835 山田　千尋 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 中3
2834 後藤　千夏 ｺﾞﾄｳ ﾁｶ 高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.221 女子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 藤村ＳＳ 1250 佐々木優花 ｻｻｷ ﾕｳｶ 中2

ﾌｼﾞﾑﾗSS 1246 田中　亜季 ﾀﾅｶ ｱｷ 高1
1244 山﨑　芙蓉 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾖｳ 高3
1247 船木　菜々 ﾌﾅｷ ﾅﾅ 中3

2 桐蔭学園 2057 三澤　　恵 ﾐｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 高2
ﾄｳｲﾝ 高校 2055 市原　佳奈 ｲﾁﾊﾗ ｶﾅ 高3

2056 木屋川内万穂 ｷﾔｶﾜｳﾁ ﾏﾎ 高3
2058 秋元由莉恵 ｱｷﾓﾄ ﾕﾘｴ 高1

3 ATSC.YW 1970 佐藤　百恵 ｻﾄｳ ﾓﾓｴ 高2
ATSC.YW 高校 1973 平岩　里菜 ﾋﾗｲﾜ ﾘﾅ 高2

1972 荒井　瑞穂 ｱﾗｲ ﾐｽﾞﾎ 高2
1971 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 高2

4 スウィン大教 637 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 高2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 636 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 高2

638 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 高2
639 生田有加里 ｲｸﾀ ﾕｶﾘ 高2

5 NECGSC溝の口 2030 鈴木ちなみ ｽｽﾞｷ ﾁﾅﾐ 高1
NECGSC M 高校 2025 大貫　実香 ｵｵﾇｷ ﾐｶ 高3

2032 稲畑　杏子 ｲﾅﾊﾀ ｷｮｳｺ 高1
2027 井上　真綾 ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ 高2

6 神奈中ＳＳ 1800 後藤　里織 ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ 中3
ｶﾅﾁｭｳSS 1798 西　　郁江 ﾆｼ ｲｸｴ 高1

1799 藤澤　海咲 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｻｷ 中3
1797 眞野恵里奈 ﾏﾉ ｴﾘﾅ 高1

7 ＦーＢＩＧ 349 石垣　汐理 ｲｼｶﾞｷ ｼｵﾘ 中3
F-BIG 346 羽石　有希 ﾊﾈｲｼ ﾕｷ 高3

350 神山　らん ｶﾐﾔﾏ ﾗﾝ 中2
348 我妻ひとみ ｱﾂﾞﾏ ﾋﾄﾐ 高2

8 スウィン埼玉 674 林　　奈奈 ﾊﾔｼ ﾅﾅ 高2
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 高校 673 石井那留美 ｲｼｲ ﾅﾙﾐ 高2

675 吉村　　歩 ﾖｼﾑﾗ ｱﾕﾐ 高1
672 鈴木　花菜 ｽｽﾞｷ ｶﾅ 高3
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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.221 女子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 KONAMI西宮 3069 村田　莉菜 ﾑﾗﾀ ﾘﾅ 高3

ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 3070 城山　　温 ｼﾛﾔﾏ ｽﾅｵ 高2
3072 浦瀬　彩子 ｳﾗｾ ｱﾔｺ 高1
3073 武本　雅代 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾖ 高1

2 金沢ＳＣ西泉 2249 濱口　真子 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｺ 中2
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 2247 山本　　恵 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 高1

2248 柿沼　穂垂 ｶｷﾇﾏ ﾎﾀﾙ 中3
2246 馬渡友佳里 ｳﾏﾜﾀﾘ ﾕｶﾘ 高3

3 Nalu Aquatic 854 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 中1
NaluAC 849 渡辺　　彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 高3

852 阿部花菜絵 ｱﾍﾞ ｶﾅｴ 高1
853 小川　朱音 ｵｶﾞﾜ ｱｶﾈ 中3

4 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1339 室井　真純 ﾑﾛｲ ﾏｽﾐ 高2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 1338 黒岩　紗耶 ｸﾛｲﾜ ｻﾔ 高2

1340 片岡　真菜 ｶﾀｵｶ ﾏﾅ 高1
1341 根山　　栞 ﾈﾔﾏ ｼｵﾘ 高1

5 マリン舎人 1617 山口　真奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 高3
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 1618 布施谷　唯 ﾌｾﾔ ﾕｲ 高2

1619 髙橋紗也佳 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 高1
1620 布施谷結花 ﾌｾﾔ ﾕｶ 中3

6 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1010 亀森　美紀 ｶﾒﾓﾘ ﾐｷ 高2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 高校 1011 中嶋　理乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾉ 高2

1009 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 高2
1013 石川　真由 ｲｼｶﾜ ﾏﾕ 高1

7 ＳＡ石巻 171 河野　優美 ｶﾜﾉ ﾕｳﾐ 中1
SAｲｼﾉﾏｷ 167 阿部　彩果 ｱﾍﾞ ｻｲｶ 高3

170 阿部しずく ｱﾍﾞ ｼｽﾞｸ 高1
169 西谷　孔子 ﾆｼﾔ ﾐﾁｺ 高1

8 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 806 西　　彩乃 ﾆｼ ｱﾔﾉ 高2
ｾ･ｳﾗﾔｽ 809 中島亜沙姫 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｻﾋ 中3

807 藪　　美涼 ﾔﾌﾞ ﾐｽｽﾞ 中3
805 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 高3
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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.221 女子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 イトマン守口 2856 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 中3

ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 2854 嶋岡　奈央 ｼﾏｵｶ ﾅｵ 高3
2857 吉田　凪沙 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 中3
2855 三好　菜月 ﾐﾖｼ ﾅﾂｷ 高1

2 京都踏水会 2707 熊本　真季 ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ 高1
ﾄｳｽｲｶｲ 2705 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 高2

2706 太田　晴奈 ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ 高1
2708 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 中3

3 東京ＳＣ 1141 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 高3
ﾄｳｷｮｳSC 高校 1145 萩原　理沙 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｻ 高1

1142 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高3
1143 畠中　朋香 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ 高2

4 日大藤沢 1693 三浦　梨花 ﾐｳﾗ ﾘｶ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 1691 金指　美紅 ｶﾅｻｼ ﾐｸ 高2

1689 齊藤　美緒 ｻｲﾄｳ ﾐｵ 高3
1695 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 高1

5 枚方ＳＳ 2937 田中　泉稀 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 2934 生瀬日加里 ｲｸｾ ﾋｶﾘ 高2

2936 伊藤　由佳 ｲﾄｳ ﾕｶ 中3
2933 西川　春菜 ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 高2

6 湘南工大附 1670 白井　沙菜 ｼﾗｲ ｻﾅ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1673 川上　朱柚 ｶﾜｶﾐ ｱﾕ 高1

1672 高野　純奈 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝﾅ 高2
1671 武井絵里香 ﾀｹｲ ｴﾘｶ 高2

7 イトマン中村 2377 川除　結花 ｶﾜﾖｹ ﾕｶ 高3
ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 2379 澁谷　芽実 ｼﾌﾞﾔ ﾒｲﾐ 中3

2380 小島　里野 ｺｼﾞﾏ ﾘﾉ 中3
2378 滝澤穂乃香 ﾀｷｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 高2

8 スウィン大宮 500 前田　美樹 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 高2
SWｵｵﾐﾔ 504 杉本　　楓 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 中3

502 齋藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 高1
503 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 中3
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