
第36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     
                                                  
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.115 女子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:37.90
１３～１４歳        大会記録  3:53.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 塚口ＳＳ 2414 内藤　　好 ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ 中3

ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2417 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 中2
2415 西　　藍霞 ﾆｼ ｱｲｶ 中2
2416 入江　七海 ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ 中2

1 コナミ林間 1330 下之園優香 ｼﾓﾉｿﾝ ﾕｳｶ 中2
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中学 1329 杉本　恵菜 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲﾅ 中2

1333 井上　果林 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 中1
1331 横溝　万波 ﾖｺﾐｿﾞ ｶｽﾞﾊ 中2

2 イトマン港北 1537 大塚妃呂子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 中3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1540 佐藤　美雨 ｻﾄｳ ﾐｳ 中1

1538 加相明日香 ｶｿｳ ｱｽｶ 中2
1539 小澤　百花 ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 中2

3 東京ＳＣ 棄権
ﾄｳｷｮｳSC

4 南光ＳＳ 1185 今泉　志保 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾎ 中2
ﾅﾝｺｳSS 中学 1183 片塩　陽里 ｶﾀｼｵ ｱｶﾘ 中2

1182 五十嵐万海 ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾐ 中2
1184 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 中2

5 柏　　洋 746 松田　千怜 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻﾄ 中3
ﾊｸﾖｳｽｲﾏｰ 中学 747 藤池　真子 ﾌｼﾞｲｹ ﾏｺ 中2

749 真鍋　璃美 ﾏﾅﾍﾞ ﾘﾐ 中2
748 湯川　水都 ﾕｶﾜ ﾐﾄ 中2

6 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 778 池田　奈穂 ｲｹﾀﾞ ﾅﾎ 中3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 781 江縫こなみ ｴﾇｲ ｺﾅﾐ 中1

775 岡田洋加子 ｵｶﾀﾞ ﾐｶｺ 中3
779 真如　優菜 ｼﾝﾆｮ ﾕﾅ 中2

7 あかやまＳＳ 200 小泉　　瞳 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾄﾐ 中2
ｱｶﾔﾏSS 中学 203 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 中1

201 菅谷　奈帆 ｽｶﾞﾔ ﾅﾎ 中2
202 江原　朱音 ｴﾊﾗ ｱｶﾈ 中2

8 五百木ＳＣ 2732 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 中2
ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ 中学 2734 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 中2

2731 山崎　咲瑛 ﾔﾏｻｷ ｻｴ 中2
2733 一橋　知花 ﾋﾄﾂﾊﾞｼ ﾁｶ 中2

9
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第36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     
                                                  
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.115 女子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:37.90
１３～１４歳        大会記録  3:53.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 レイＳＣ岡山 2593 高橋　美空 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 中1

ﾚｲSCｵｶﾔﾏ 中学 2591 寺坂　光智 ﾃﾗｻｶ ﾐｻﾄ 中2
2590 渡辺奈瑠美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ 中3
2592 甲斐渚奈葉 ｶｲ ﾅﾅﾊ 中1

1 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1446 山田　　遥 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 中3
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学 1448 松本　　萌 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ 中1

1445 伊東　美音 ｲﾄｳ ﾐｵﾄ 中3
1447 須佐　珠音 ｽｻ ﾀﾏﾈ 中2

2 星田SS 2371 平野　冬華 ﾋﾗﾉ ﾌﾕｶ 中3
ﾎｼﾀﾞSS 中学 2372 丸山穂乃花 ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉｶ 中2

2373 鷹羽ももか ﾀｶﾊﾞ ﾓﾓｶ 中1
2370 水野　真央 ﾐｽﾞﾉ ﾏｵ 中3

3 三菱養和ＳＳ 1062 乾　　訓子 ｲﾇｲ ｻﾄｺ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1059 渋川　佳穂 ｼﾌﾞｶﾜ ｶﾎ 中3

1061 増田　舞紗 ﾏｽﾀﾞ ﾏｲｼｬ 中3
1060 志村　美樹 ｼﾑﾗ ﾐｷ 中3

4 ロンド東村山 1073 常盤　怜以 ﾄｷﾜ ﾚｲ 中3
ﾛﾝﾄﾞHGM 中学 1074 田中悠紀子 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 中3

1075 伊藤　杏夏 ｲﾄｳ ｷｮｳｶ 中1
1072 武岡　瀬奈 ﾀｹｵｶ ｾﾅ 中3

5 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1436 美添　　澪 ﾖｼｿﾞｴ ﾐｵ 中2
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1435 相馬　奈々 ｿｳﾏ ﾅﾅ 中2

1437 山川　樹里 ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｭﾘ 中1
1438 正能　愛里 ｼｮｳﾉｳ ｱｲﾘ 中1

6 ジェル岡山 2610 田淵　晴夏 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ 中2
ｼﾞｪﾙｵｶﾔﾏ 中学 2608 松井　あい ﾏﾂｲ ｱｲ 中3

2611 高橋　美羽 ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 中2
2609 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 中2

7 協栄MD 1493 小谷美紗樹 ｺﾀﾆ ﾐｻｷ 中1
KYOEI MD 中学 1491 佐藤　真美 ｻﾄｳ ﾏﾐ 中2

1488 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 中2
1489 坂田　未歩 ｻｶﾀ ﾐﾎ 中2

8 藤村ＳＳ 1010 村上　英恵 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾅｴ 中2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 1008 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 中2

1011 納谷　夏美 ﾅﾔ ﾅﾂﾐ 中1
1009 三浦　七海 ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ 中2

9 ＳＡシーナ 46 岩本　美優 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾕ 中2
SAｼｰﾅ 中学 44 森川穂乃花 ﾓﾘｶﾜ ﾎﾉｶ 中2

47 石井　利歩 ｲｼｲ ﾘﾎ 中2
45 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 中2
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第36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     
                                                  
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.115 女子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:37.90
１３～１４歳        大会記録  3:53.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 サンタマリア 2202 鵜飼　雪菜 ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ 中3

ｻﾝﾀﾏﾘｱSS 中学 2203 野村　　舞 ﾉﾑﾗ ﾏｲ 中2
2201 米田　詩織 ｺﾒﾀﾞ ｼｵﾘ 中3
2200 利本　　空 ﾄｼﾓﾄ ｿﾗ 中3

1 SW大教大宮東 438 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 中1
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 中学 435 神津　春佳 ｺｳﾂﾞ ﾊﾙｶ 中2

436 大村　華乃 ｵｵﾑﾗ ﾊﾅ 中2
437 宇賀　若菜 ｳｶﾞ ﾜｶﾅ 中1

2 スウィン大教 543 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 中2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 545 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 中1

544 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 中2
546 小川　茉愛 ｵｶﾞﾜ ﾏｲ 中1

3 かしまＡＺ 1233 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1231 大図　佳苗 ｵｵｽﾞ ｶﾅｴ 中3

1232 伊藤　玲香 ｲﾄｳ ﾚｲｶ 中2
1234 小野　茉結 ｵﾉ ﾏﾕ 中1

4 金町ＳＣ 885 伊藤　若菜 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 886 佐野　瑞歩 ｻﾉ ﾐｽﾞﾎ 中2

887 徳永　美緒 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｵ 中2
883 髙野　南海 ﾀｶﾉ ﾐﾅﾐ 中3

5 スウィン埼玉 572 中島　希実 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 中2
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 中学 570 柴田菜奈華 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅｶ 中2

571 古川　実紅 ﾌﾙｶﾜ ﾐｸ 中2
568 江森　　優 ｴﾓﾘ ﾕｳ 中3

6 スウィン前橋 363 高橋なつめ ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾒ 中2
SWﾏｴﾊﾞｼ 中学 365 冨岡　愛留 ﾄﾐｵｶ ｴﾙ 中2

364 髙橋いづみ ﾀｶﾊｼ ｲﾂﾞﾐ 中2
366 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 中1

7 タップ牛久 208 笹谷奈帆香 ｻｻﾀﾆ ﾅﾎｶ 中3
ﾀｯﾌﾟｳｼｸ 中学 210 余村　花梨 ﾖﾑﾗ ｶﾘﾝ 中2

207 神坂　美歩 ｶﾐｻｶ ﾐﾎ 中3
209 木澤萌々果 ｷｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 中2

8 ＪＳＳ所沢 485 亀田　佳奈 ｶﾒﾀﾞ ｶﾅ 中3
JSSﾄｺﾛｻﾜ 中学 488 渡邉　朋美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ 中2

484 関口　瑠唯 ｾｷｸﾞﾁ ﾙｲ 中3
483 谷　　千智 ﾀﾆ ﾁｻﾄ 中3

9 名鉄ＳＳ岩倉 1969 森　　琴里 ﾓﾘ ｺﾄﾘ 中1
ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ 中学 1966 藤本　　華 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾅ 中3

1967 近藤　奏歩 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾎ 中3
1968 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 中2
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