
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.241 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:54.41
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 ＪＳＳ八王子 1537 菊地　理沙 ｷｸﾁ ﾘｻ 中1

JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1539 齊藤　涼夏 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 中1
1535 木谷りのか ｷﾔ ﾘﾉｶ 中2
1540 田中　乃愛 ﾀﾅｶ ﾉｱ 中1

2 金沢ＳＣ西泉 2150 菅野　祐萌 ｽｶﾞﾉ ﾕﾎ 中2
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 中学 2152 村上　萌絵 ﾑﾗｶﾐ ﾓｴ 中1

2151 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 中2
2153 三上　玲奈 ﾐｶﾐ ﾚﾅ 中1

3 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 3118 田中　芽吹 ﾀﾅｶ ﾒﾌﾞｷ 中2
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 中学 3123 嶋田　有希 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷ 中1

3121 五島　実咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 中1
3120 大西　　栞 ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 中1

4 ささはら水泳塾 286 坂本　真央 ｻｶﾓﾄ ﾏｵ 中1
ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ 中学 284 永塚　そら ﾅｶﾞﾂｶ ｿﾗ 中1

285 竹内しずく ﾀｹｳﾁ ｼｽﾞｸ 中1
283 井上ちひろ ｲﾉｳｴ ﾁﾋﾛ 中2

5 名鉄Ｓ新瀬戸 2456 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 中2
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 中学 2458 川井　璃磨 ｶﾜｲ ﾘﾏ 中1

2459 新美　稀悠 ﾆｲﾐ ﾏﾕ 中1
2457 鈴木　理奈 ｽｽﾞｷ ｵｻﾅ 中1

6 スウィン前橋 422 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 中1
SWﾏｴﾊﾞｼ 中学 423 髙橋　優花 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 中1

420 髙橋いづみ ﾀｶﾊｼ ｲﾂﾞﾐ 中2
419 高橋なつめ ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾒ 中2

7 ジェル岡山 3212 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 中2
ｼﾞｪﾙｵｶﾔﾏ 中学 3216 高橋　美羽 ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 中2

3213 新保美紗貴 ｼﾝﾎﾞ ﾐｻｷ 中2
3215 田淵　晴夏 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ 中2

8 イトマン中村 2307 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 中1
ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 中学 2306 愛甲　美羽 ｱｲｺｳ ﾐｳ 中2

2308 鶴見奈七美 ﾂﾙﾐ ﾅﾅﾐ 中1
2305 新井　智捺 ｱﾗｲ ﾁﾅﾂ 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.241 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:54.41
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 藤村ＳＳ 1219 藤田　怜菜 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾅ 中2

ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 1222 納谷　夏美 ﾅﾔ ﾅﾂﾐ 中1
1218 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 中2
1221 村上　英恵 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾅｴ 中2

2 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 778 松左川知奈 ﾏﾂｻｶﾞﾜ ﾁﾅ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 中学 777 泉　　優香 ｲｽﾞﾐ ﾕｶ 中2

779 中嶋早季子 ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷｺ 中2
780 森　　はな ﾓﾘ ﾊﾅ 中1

3 スウィン埼玉 641 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 642 野本ひかる ﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ 中1

640 古川　実紅 ﾌﾙｶﾜ ﾐｸ 中2
639 柴田菜奈華 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅｶ 中2

4 愛知淑徳中 2296 加藤　香林 ｶﾄｳ ｶﾘﾝ 中1
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 中学 2294 新山　萌花 ﾆｲﾔﾏ ﾓｴｶ 中2

2292 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 中2
2291 清水　千晴 ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾙ 中2

5 スウィン大教 614 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 中1
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 615 小川　茉愛 ｵｶﾞﾜ ﾏｲ 中1

613 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 中2
612 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 中2

6 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1007 山田　莉子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 1010 高谷　明実 ﾀｶﾀﾆ ｱﾐ 中1

1006 高山　文香 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 中2
1008 土切ありさ ﾂﾁｷﾘ ｱﾘｻ 中2

7 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1802 相馬　奈々 ｿｳﾏ ﾅﾅ 中2
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1803 美添　　澪 ﾖｼｿﾞｴ ﾐｵ 中2

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

8 協栄ＭＤ 1868 佐藤　真美 ｻﾄｳ ﾏﾐ 中2
KYOEI MD 中学 1866 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 中2

1869 伊藤　百花 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 中2
1867 坂田　未歩 ｻｶﾀ ﾐﾎ 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.241 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:54.41
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 金町ＳＣ 1050 發地　優花 ﾎｯﾁ ﾕｳｶ 中1

ｶﾅﾏﾁSC 中学 1048 田口　芽依 ﾀｸﾞﾁ ﾒｲ 中2
1047 徳永　美緒 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｵ 中2
1045 伊藤　若菜 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 中2

2 東京ＳＣ 1139 石井　真歩 ｲｼｲ ﾏｱﾕ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1140 杉本　瑞歩 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 中2

1141 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 中1
1142 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 中1

3 ｽｳｨﾝ伊勢崎 385 松村卑媛綺 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 中2
SWｲｾｻｷ 中学 384 植木あかり ｳｴｷ ｱｶﾘ 中2

387 吉澤　歩望 ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 中1
386 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 中1

4 塚口ＳＳ 2963 上田さくら ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ 中2
ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2966 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 中2

2967 山村　真未 ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ 中1
2964 西　　藍霞 ﾆｼ ｱｲｶ 中2

5 三菱養和ＳＳ 1287 小野真里会 ｵﾉ ﾏﾘｴ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1285 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 中1

1286 山口　知奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾅ 中1
1283 乾　　訓子 ｲﾇｲ ｻﾄｺ 中2

6 ビート長崎 3520 大友　優里 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾘ 中2
Bﾅｶﾞｻｷ 中学 3521 吉原　杏実 ﾖｼﾊﾗ ｱﾐ 中1

3518 中富　莉渉 ﾅｶﾄﾐ ﾘｵ 中2
3519 原口明日香 ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｽｶ 中2

7 名鉄ＳＳ岩倉 2449 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 中2
ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ 中学 2451 森　　琴里 ﾓﾘ ｺﾄﾘ 中1

2453 清水　結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 中1
2450 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 中2

8 ヤクルト東 83 阿部　春乃 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾉ 中1
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 中学 82 金澤　奈央 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵ 中1

80 成田麻奈里 ﾅﾘﾀ ﾏﾅﾘ 中1
79 深堀　帆南 ﾌｶﾎﾞﾘ ﾎﾅﾐ 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.241 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:54.41
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 秋田ＡＣ 165 高野　雪愛 ﾀｶﾉ ﾕｷｱ 中2

ｱｷﾀAC 中学 167 加藤　歩実 ｶﾄｳ ｱﾕﾐ 中1
164 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 中2
166 五十嵐美南 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ 中1

2 東武・鐘ヶ淵 1611 佐藤　泉美 ｻﾄｳ ｲｽﾞﾐ 中2
ﾄｳﾌﾞSS-K 中学 1610 寺島　麻有 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾏﾕ 中2

1613 舘　里可子 ﾀﾁ ﾘｶｺ 中1
1614 島谷　葉那 ｼﾏﾀﾆ ﾊﾅ 中1

3 あかやまＳＳ 274 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 中1
ｱｶﾔﾏSS 中学 273 菅谷　奈帆 ｽｶﾞﾔ ﾅﾎ 中2

275 竹内　彩夏 ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ 中1
272 小泉　　瞳 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾄﾐ 中2

4 マリン西新井 1341 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 中1
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 中学 1339 松平花津音 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｶﾂﾞﾈ 中2

1338 塩入　涼葉 ｼｵｲﾘ ｽｽﾞﾊ 中2
1340 内藤　栞音 ﾅｲﾄｳ ｼｵﾝ 中1

5 コナミ北浦和 541 志賀　美月 ｼｶﾞ ﾐﾂﾞｷ 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

537 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 中2
536 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中2

6 かしまＡＺ 1549 岩楯　美咲 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾐｻｷ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1552 金井　萌愛 ｶﾅｲ ﾓｴ 中1

1550 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 中2
1553 小野　茉結 ｵﾉ ﾏﾕ 中1

7 コナミ一橋 1395 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 中2
ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ 中学 1392 内山梨里子 ｳﾁﾔﾏ ﾘﾘｺ 中2

1394 馬場　涼奈 ﾊﾞﾊﾞ ｽｽﾞﾅ 中2
1393 花田　早希 ﾊﾅﾀﾞ ｻｷ 中2

8 五百木ＳＣ 3351 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 中2
ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ 中学 3348 山崎　咲瑛 ﾔﾏｻｷ ｻｴ 中2

3349 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 中2
3350 一橋　知花 ﾋﾄﾂﾊﾞｼ ﾁｶ 中2
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