
第36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・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.151 女子    400m   リレー   予選   5組
１３～１４歳        大会記録  3:48.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 マリン舎人 1595 飯田　　笑 ｲｲﾀﾞ ｴﾑ 中2
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 中学 1594 川原　美海 ｶﾜﾊﾗ ﾐﾐ 中2

1597 山崎あかり ﾔﾏｻﾞｷ ｱｶﾘ 中1
1596 中川　きら ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾗ 中1

3 ヤクルト東 78 盛　　音葉 ﾓﾘ ｵﾄﾊ 中2
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 中学 80 成田麻奈里 ﾅﾘﾀ ﾏﾅﾘ 中1

81 斉藤　優衣 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 中1
79 深堀　帆南 ﾌｶﾎﾞﾘ ﾎﾅﾐ 中1

4 ジェル岡山 棄権
ｼﾞｪﾙｵｶﾔﾏ

5 金沢ＳＣ西泉 2151 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 中2
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 中学 2150 菅野　祐萌 ｽｶﾞﾉ ﾕﾎ 中2

2152 村上　萌絵 ﾑﾗｶﾐ ﾓｴ 中1
2153 三上　玲奈 ﾐｶﾐ ﾚﾅ 中1

6 イ ト マ ン 2767 奥田　　凜 ｵｸﾀﾞ ﾘﾝ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2764 前河原美咲 ﾏｴｶﾞﾜﾗ ﾐｻｷ 中2

2766 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 中2
2765 奥埜　咲楽 ｵｸﾉ ｻｸﾗ 中2

7 東武・鐘ヶ淵 1614 島谷　葉那 ｼﾏﾀﾆ ﾊﾅ 中1
ﾄｳﾌﾞSS-K 中学 1613 舘　里可子 ﾀﾁ ﾘｶｺ 中1

1612 真田　杏珠 ｻﾅﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 中2
1611 佐藤　泉美 ｻﾄｳ ｲｽﾞﾐ 中2

8
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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春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.151 女子    400m   リレー   予選   5組
１３～１４歳        大会記録  3:48.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1803 美添　　澪 ﾖｼｿﾞｴ ﾐｵ 中2

ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1804 山川　樹里 ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｭﾘ 中1
1805 正能　愛里 ｼｮｳﾉｳ ｱｲﾘ 中1
1802 相馬　奈々 ｿｳﾏ ﾅﾅ 中2

2 神奈中ＳＳ 1740 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 中1
ｶﾅﾁｭｳSS 中学 1739 真城　芽奈 ｻﾅｷﾞ ﾒｲﾅ 中2

1741 柴田愛梨奈 ｼﾊﾞﾀ ｴﾘﾅ 中1
1738 水島萌々子 ﾐｽﾞｼﾏ ﾓﾓｺ 中2

3 柏　　洋 883 藤池　真子 ﾌｼﾞｲｹ ﾏｺ 中2
ﾊｸﾖｳｽｲﾏｰ 中学 886 高川　　楓 ﾀｶｶﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 中2

885 真鍋　璃美 ﾏﾅﾍﾞ ﾘﾐ 中2
884 湯川　水都 ﾕｶﾜ ﾐﾄ 中2

4 あかやまＳＳ 272 小泉　　瞳 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾄﾐ 中2
ｱｶﾔﾏSS 中学 274 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 中1

273 菅谷　奈帆 ｽｶﾞﾔ ﾅﾎ 中2
276 黒澤　萌木 ｸﾛｻﾜ ﾓｴｷ 中1

5 ＪＳＳ八王子 1540 田中　乃愛 ﾀﾅｶ ﾉｱ 中1
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1535 木谷りのか ｷﾔ ﾘﾉｶ 中2

1536 五十嵐愛依 ｲｶﾞﾗｼ ﾒｲ 中2
1538 比留間那月 ﾋﾙﾏ ﾅﾂｷ 中1

6 とこはＳＳ 2238 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 中1
ﾄｺﾊSS 中学 2236 菊地　花穂 ｷｸﾁ ｶﾎ 中2

2235 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 中2
2237 森下　桃花 ﾓﾘｼﾀ ﾓﾓｶ 中2

7 ＪＳＳ宝塚 3014 浅井　かえ ｱｻｲ ｶｴ 中2
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 中学 3015 浅井　えみ ｱｻｲ ｴﾐ 中2

3017 荻野　亜美 ｵｷﾞﾉ ｱﾐ 中1
3016 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 中2

8 スウィン前橋 419 高橋なつめ ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾒ 中2
SWﾏｴﾊﾞｼ 中学 421 冨岡　愛留 ﾄﾐｵｶ ｴﾙ 中2

420 髙橋いづみ ﾀｶﾊｼ ｲﾂﾞﾐ 中2
422 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 中1
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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春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.151 女子    400m   リレー   予選   5組
１３～１４歳        大会記録  3:48.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 780 森　　はな ﾓﾘ ﾊﾅ 中1

ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 中学 779 中嶋早季子 ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷｺ 中2
778 松左川知奈 ﾏﾂｻｶﾞﾜ ﾁﾅ 中2
777 泉　　優香 ｲｽﾞﾐ ﾕｶ 中2

2 マリン西新井 1337 荻野　弥月 ｵｷﾞﾉ ﾐﾂｷ 中2
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 中学 1340 内藤　栞音 ﾅｲﾄｳ ｼｵﾝ 中1

1341 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 中1
1339 松平花津音 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｶﾂﾞﾈ 中2

3 名鉄ＳＳ岩倉 2450 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 中2
ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ 中学 2452 倉野　真緒 ｸﾗﾉ ﾏｵ 中1

2453 清水　結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 中1
2451 森　　琴里 ﾓﾘ ｺﾄﾘ 中1

4 本山ＳＳ 3009 小林　美空 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 中2
ﾓﾄﾔﾏSS 中学 3012 北井ひかり ｷﾀｲ ﾋｶﾘ 中1

3011 石田　絢子 ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ 中1
3010 松本　真奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 中2

5 スウィン東光 575 森光　七星 ﾓﾘﾐﾂ ﾅﾅｾ 中2
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 中学 577 千葉佳奈絵 ﾁﾊﾞ ｶﾅｴ 中1

576 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 中2
574 小宮　伊織 ｺﾐﾔ ｲｵﾘ 中2

6 愛知淑徳中 2291 清水　千晴 ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾙ 中2
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 中学 2295 福井くるみ ﾌｸｲ ｸﾙﾐ 中1

2293 佐藤　千景 ｻﾄｳ ﾁｶｹﾞ 中2
2292 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 中2

7 秋田ＡＣ 165 高野　雪愛 ﾀｶﾉ ﾕｷｱ 中2
ｱｷﾀAC 中学 164 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 中2

168 菊地　芽唯 ｷｸﾁ ﾒｲ 中1
166 五十嵐美南 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ 中1

8 ＳＡシーナ 63 岩本　美優 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾕ 中2
SAｼｰﾅ 中学 61 森川穂乃花 ﾓﾘｶﾜ ﾎﾉｶ 中2

64 石井　利歩 ｲｼｲ ﾘﾎ 中2
62 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春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.151 女子    400m   リレー   予選   5組
１３～１４歳        大会記録  3:48.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｻﾝｹｲST 2914 藤田　彩菜 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔﾅ 中1

ｻﾝｹｲST 中学 2913 丸尾　栞那 ﾏﾙｵ ｶﾝﾅ 中1
2911 宮　小優葵 ﾐﾔ ｺﾕｷ 中2
2912 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 中1

2 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1310 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 中2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1309 奥井佑布子 ｵｸｲ ﾕｳｺ 中2

1312 松井　遥苗 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾅ 中1
1311 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 中1

3 東京ＳＣ 1142 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1143 鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 中1

1139 石井　真歩 ｲｼｲ ﾏｱﾕ 中2
1140 杉本　瑞歩 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 中2

4 スウィン大教 612 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 中2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 614 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 中1

613 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 中2
616 長谷川りお ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｵ 中1

5 コナミ林間 1691 下之園優香 ｼﾓﾉｿﾝ ﾕｳｶ 中2
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中学 1692 横溝　万波 ﾖｺﾐｿﾞ ｶｽﾞﾊ 中2

1693 外山　優香 ﾄﾔﾏ ﾕｳｶ 中2
1694 井上　果林 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 中1

6 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1008 土切ありさ ﾂﾁｷﾘ ｱﾘｻ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 1009 長島　実桜 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｵ 中1

1007 山田　莉子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 中2
1006 高山　文香 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 中2

7 藤村ＳＳ 1221 村上　英恵 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾅｴ 中2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 1218 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 中2

1222 納谷　夏美 ﾅﾔ ﾅﾂﾐ 中1
1220 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中2

8 ＳＡ柏崎 2086 柴野　莉帆 ｼﾊﾞﾉ ﾘﾎ 中2
SAｶｼﾜｻﾞｷ 中学 2085 今井菜々子 ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 中2

2087 岡田　美空 ｵｶﾀﾞ ﾐｸ 中2
2088 福永　みち ﾌｸﾅｶﾞ ﾐﾁ 中1
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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春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.151 女子    400m   リレー   予選   5組
１３～１４歳        大会記録  3:48.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 三菱養和ＳＳ 1285 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 中1

ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1283 乾　　訓子 ｲﾇｲ ｻﾄｺ 中2
1286 山口　知奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾅ 中1
1287 小野真里会 ｵﾉ ﾏﾘｴ 中1

2 コナミ北浦和 540 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 中1
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 中学 538 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 中1

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

3 塚口ＳＳ 2966 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 中2
ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2967 山村　真未 ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ 中1

2964 西　　藍霞 ﾆｼ ｱｲｶ 中2
2965 入江　七海 ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ 中2

4 南光ＳＳ 1478 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 中2
ﾅﾝｺｳSS 中学 1477 片塩　陽里 ｶﾀｼｵ ｱｶﾘ 中2

1476 池田　安那 ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾅ 中2
1479 今泉　志保 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾎ 中2

5 SW大教大宮東 513 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 中1
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 中学 510 神津　春佳 ｺｳﾂﾞ ﾊﾙｶ 中2

511 大村　華乃 ｵｵﾑﾗ ﾊﾅ 中2
512 宇賀　若菜 ｳｶﾞ ﾜｶﾅ 中1

6 かしまＡＺ 1550 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1551 加藤　彩乃 ｶﾄｳ ｱﾔﾉ 中1

1554 橘　　良音 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾈ 中1
1553 小野　茉結 ｵﾉ ﾏﾕ 中1

7 金町ＳＣ 1047 徳永　美緒 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｵ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1049 石田　叶芽 ｲｼﾀﾞ ｶﾅﾒ 中2

1046 佐野　瑞歩 ｻﾉ ﾐｽﾞﾎ 中2
1045 伊藤　若菜 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 中2

8 ビート長崎 3519 原口明日香 ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｽｶ 中2
Bﾅｶﾞｻｷ 中学 3518 中富　莉渉 ﾅｶﾄﾐ ﾘｵ 中2

3521 吉原　杏実 ﾖｼﾊﾗ ｱﾐ 中1
3520 大友　優里 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾘ 中2
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