
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.215 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:55.73
１３～１４歳        大会記録  4:15.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ビート長崎 2842 大友　優里 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾘ 中2
Bﾅｶﾞｻｷ 中学 2843 吉原　杏実 ﾖｼﾊﾗ ｱﾐ 中1

2840 中富　莉渉 ﾅｶﾄﾐ ﾘｵ 中2
2841 原口明日香 ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｽｶ 中2

2 ｽｳｨﾝ伊勢崎 324 松村卑媛綺 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 中2
SWｲｾｻｷ 中学 323 植木あかり ｳｴｷ ｱｶﾘ 中2

322 髙橋　祐香 ﾀｶﾊｼ ﾕｶ 中2
321 河田　華佳 ｶﾜﾀ ﾊﾅｶ 中3

3 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1448 松本　　萌 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ 中1
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学 1445 伊東　美音 ｲﾄｳ ﾐｵﾄ 中3

1446 山田　　遥 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 中3
1447 須佐　珠音 ｽｻ ﾀﾏﾈ 中2

4 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 569 坂本樹莉亜 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾘｱ 中3

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

5 協栄MD 1490 菅野　遥香 ｽｶﾞﾉ ﾊﾙｶ 中2
KYOEI MD 中学 1488 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 中2

1492 伊藤　百花 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 中2
1489 坂田　未歩 ｻｶﾀ ﾐﾎ 中2

6 コナミ一橋 1129 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 中2
ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ 中学 1127 内山梨里子 ｳﾁﾔﾏ ﾘﾘｺ 中2

1128 馬場　涼奈 ﾊﾞﾊﾞ ｽｽﾞﾅ 中2
1126 小松明日香 ｺﾏﾂ ｱｽｶ 中3

7 塚口ＳＳ 2413 小宮　紅葉 ｺﾐﾔ ｱｷ 中3
ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2417 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 中2

2418 山村　真未 ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ 中1
2414 内藤　　好 ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 天童SS 151 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 中3
ﾃﾝﾄﾞｳSS 中学 153 工藤　菜々 ｸﾄﾞｳ ﾅﾅ 中3

152 鈴木　愛由 ｽｽﾞｷ ｱﾕ 中3
154 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 中2

2 スウィン大教 545 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 中1
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 546 小川　茉愛 ｵｶﾞﾜ ﾏｲ 中1

544 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 中2
543 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 中2

3 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ戸塚 1506 田中　莉子 ﾀﾅｶ ﾘｺ 中2
ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ 中学 1505 井ノ口茉里 ｲﾉｸﾞﾁ ﾏﾘ 中2

1504 橘　美葵子 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐｷｺ 中2
1503 清水　　楓 ｼﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ 中3

4 東京ＳＣ 949 石井　真歩 ｲｼｲ ﾏｱﾕ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 950 杉本　瑞歩 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 中2

947 伊藤さやか ｲﾄｳ ｻﾔｶ 中2
946 ハウス英未莉 ﾊｳｽ ｴﾐﾘ 中3

5 三菱養和ＳＳ 1058 田沼　彩花 ﾀﾇﾏ ｱﾔｶ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1061 増田　舞紗 ﾏｽﾀﾞ ﾏｲｼｬ 中3

1059 渋川　佳穂 ｼﾌﾞｶﾜ ｶﾎ 中3
1060 志村　美樹 ｼﾑﾗ ﾐｷ 中3

6 マリン舎人 1249 川原　美海 ｶﾜﾊﾗ ﾐﾐ 中2
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 中学 1248 押田　華澄 ｵｼﾀﾞ ｶｽﾐ 中3

1247 高塚　風香 ﾀｶﾂｶ ﾌｳｶ 中3
1250 飯田　　笑 ｲｲﾀﾞ ｴﾑ 中2

7 五百木ＳＣ 2734 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 中2
ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ 中学 2731 山崎　咲瑛 ﾔﾏｻｷ ｻｴ 中2

2732 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 中2
2733 一橋　知花 ﾋﾄﾂﾊﾞｼ ﾁｶ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 東邦ＳＣ 1886 小﨑　絵莉 ｺｻﾞｷ ｴﾘ 中3
ﾄｳﾎｳSC 中学 1888 松原空彩虹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾖｶ 中3

1887 目黒　瑠菜 ﾒｸﾞﾛ ﾙﾅ 中3
1889 佐藤　千景 ｻﾄｳ ﾁｶｹﾞ 中2

2 ＪＳＳ八王子 1221 菊地　理沙 ｷｸﾁ ﾘｻ 中1
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1222 齊藤　涼夏 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 中1

1220 木谷りのか ｷﾔ ﾘﾉｶ 中2
1219 桝井　帆香 ﾏｽｲ ﾎﾉｶ 中3

3 柏　　洋 750 畔田　明音 ｱｾﾞﾀ ｱｶﾈ 中2
ﾊｸﾖｳｽｲﾏｰ 中学 746 松田　千怜 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻﾄ 中3

748 湯川　水都 ﾕｶﾜ ﾐﾄ 中2
747 藤池　真子 ﾌｼﾞｲｹ ﾏｺ 中2

4 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 780 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 中1
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 776 高梨　汐音 ﾀｶﾅｼ ｼｵﾈ 中3

779 真如　優菜 ｼﾝﾆｮ ﾕﾅ 中2
778 池田　奈穂 ｲｹﾀﾞ ﾅﾎ 中3

5 金町ＳＣ 884 野部　絢子 ﾉﾍﾞ ｱﾔｺ 中3
ｶﾅﾏﾁSC 中学 888 田口　芽依 ﾀｸﾞﾁ ﾒｲ 中2

887 徳永　美緒 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｵ 中2
885 伊藤　若菜 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 中2

6 コナミ北浦和 464 蓮沼えりか ﾊｽﾇﾏ ｴﾘｶ 中3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 中学 466 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 中1

467 古川　彩夏 ﾌﾙｶﾜ ｱﾔｶ 中1
465 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中2

7 星田SS 2371 平野　冬華 ﾋﾗﾉ ﾌﾕｶ 中3
ﾎｼﾀﾞSS 中学 2373 鷹羽ももか ﾀｶﾊﾞ ﾓﾓｶ 中1

2372 丸山穂乃花 ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉｶ 中2
2370 水野　真央 ﾐｽﾞﾉ ﾏｵ 中3

8 名鉄ＳＳ岩倉 1968 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 中2
ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ 中学 1969 森　　琴里 ﾓﾘ ｺﾄﾘ 中1

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
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