
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.243 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:54.41
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 ﾙﾈｻﾝｽ土気 836 渡辺　涼葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ 高2
ﾙ･ﾄｹ 838 幸　美奈実 ｺｳ ﾐﾅﾐ 高1

837 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 高2
839 仲田　芽生 ﾅｶﾀ ﾒﾊﾞｴ 中3

4 椙山女学園高 2319 長崎　千夏 ﾅｶﾞｻｷ ﾁﾅﾂ 高1
ｽｷﾞﾔﾏ 高校 2318 片野絵美香 ｶﾀﾉ ｴﾐｶ 高2

2316 小島　里野 ｺｼﾞﾏ ﾘﾉ 高2
2317 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 高2

5 ＳＡ石巻 150 河野　優美 ｶﾜﾉ ﾕｳﾐ 中3
SAｲｼﾉﾏｷ 中学 149 田邊　綺音 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾈ 中3

151 佐々木千尋 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 中3
148 菅原　笑華 ｽｶﾞﾜﾗ ｴﾐｶ 中3

6

7

8
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スタートリスト

競技No.243 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:54.41
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 愛み大瑞穂高 2313 寺本　瑠美 ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ 高2

MIZUHO 高校 2309 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高3
2315 南谷　彩香 ﾅﾝﾔ ｱﾔｶ 高1
2310 松林　美玖 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 高3

2 ｽｳｨﾝあざみ 399 朝倉　優希 ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ 高2
SWｱｻﾞﾐ 401 中村　優花 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 中3

402 加藤　紫世 ｶﾄｳ ｼﾉ 中2
400 武田　菜月 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1

3 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 922 宇佐見　渚 ｳｻﾐ ﾅｷﾞｻ 高1
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 923 高梨　汐音 ﾀｶﾅｼ ｼｵﾈ 中3

924 池田　奈穂 ｲｹﾀﾞ ﾅﾎ 中3
925 真如　優菜 ｼﾝﾆｮ ﾕﾅ 中2

4 ｽｳｨﾝ伊勢崎 382 松村美弥妃 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 中3
SWｲｾｻｷ 381 大和田明日楓 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 高1

379 髙橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高3
378 富井　千陽 ﾄﾐｲ ﾁﾊﾙ 高3

5 とこはＳＳ 2234 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 中3
ﾄｺﾊSS 2232 齊藤　千織 ｻｲﾄｳ ﾁｵﾘ 高1

2231 松澤　由衣 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲ 高1
2238 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 中1

6 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 棄権
ｾ･ﾒｸﾞﾛ

7 スウィン館林 395 斎藤みのり ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 中3
SWﾀﾃﾊﾞﾔｼ 392 斎藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 高2

393 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 高1
394 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 中3

8 御幸ヶ原ＳＳ 334 菊池　優奈 ｷｸﾁ ﾕｳﾅ 高3
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 338 泉田　美季 ｲｽﾞﾐﾀ ﾐｷ 中2

335 薄井　結花 ｳｽｲ ﾕｶ 高2
337 松井　　悠 ﾏﾂｲ ﾕｳ 中3
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東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.243 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:54.41
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 藤村ＳＳ 1217 佐々木優花 ｻｻｷ ﾕｳｶ 高1

ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 1215 田中　沙季 ﾀﾅｶ ｻｷ 高2
1214 田中　亜季 ﾀﾅｶ ｱｷ 高3
1216 市川　玲奈 ｲﾁｶﾜ ﾚｲﾅ 高2

2 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1800 水田　舞羽 ﾐｽﾞﾀ ﾏｲﾊ 中3
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 1798 相澤　七実 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 高3

1801 小林　　恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 中3
1799 五十嵐那朋 ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾎ 高2

3 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1308 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 高1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1304 萩原　理沙 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｻ 高3

1305 片岡　真菜 ｶﾀｵｶ ﾏﾅ 高3
1311 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 中1

4 マリン舎人 1589 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 高1
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 1593 押田　華澄 ｵｼﾀﾞ ｶｽﾐ 中3

1591 片山　友希 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 高1
1588 布施谷結花 ﾌｾﾔ ﾕｶ 高2

5 イ ト マ ン 2758 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 高1
ｲﾄﾏﾝ 2756 湯尻　和佳 ﾕｼﾞﾘ ﾜｶ 高2

2762 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 中3
2763 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 中3

6 須磨学園高校 2951 石川　穂波 ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ 高1
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2947 岡谷佑莉奈 ｵｶﾀﾆ ﾕﾘﾅ 高2

2950 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 高1
2952 濱中　　雪 ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ 高1

7 枚方ＳＳ 2866 見浪　早紀 ﾐﾅﾐ ｻｷ 高1
ﾋﾗｶﾀSS 高校 2865 大野奈津子 ｵｵﾉ ﾅﾂｺ 高1

2861 末吉　　萌 ｽｴﾖｼ ﾓｴ 高2
2862 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 高2

8 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 棄権
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ
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東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.243 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:54.41
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1004 髙木　桃子 ﾀｶｷ ﾓﾓｺ 高1

ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 高校 1001 大塚　舞衣 ｵｵﾂｶ ﾏｲ 高3
1005 須嵜　仁美 ｽｻｷ ﾋﾄﾐ 高1
1002 森川　知華 ﾓﾘｶﾜ ﾁｶ 高2

2 豊川高 2492 瀬下　茉利 ｾｼﾓ ﾏﾘ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2496 山田　千尋 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 高2

2493 富田奈緒美 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾐ 高3
2498 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 高1

3 京都踏水会 2653 熊本　真季 ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ 高3
ﾄｳｽｲｶｲ 2654 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 高2

2655 熊本　　葵 ｸﾏﾓﾄ ｱｵｲ 高1
2658 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 中3

4 ＪＳＳ八王子 1532 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 高1
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1530 服部　友香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ 高3

1529 塩谷　　綸 ｼｵﾔ ﾘﾝ 高3
1531 小野寺優実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐ 高2

5 神奈中ＳＳ 1735 後藤　里織 ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ 高2
ｶﾅﾁｭｳSS 1736 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1

1737 新井　千夏 ｱﾗｲ ﾁﾅﾂ 中3
1734 眞野恵里奈 ﾏﾉ ｴﾘﾅ 高3

6 スウィン熊谷 494 大西　彩夏 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 中3
SWｸﾏｶﾞﾔ 492 温品　　和 ﾇｸｼﾅ ﾉﾄﾞｶ 高1

493 内田　美咲 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 高1
491 新井　夏実 ｱﾗｲ ﾅﾂﾐ 高1

7 柏洋・柏 859 澤田　晴佳 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙｶ 高2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 高校 860 下山　夏帆 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ 高2

862 佐藤　里咲 ｻﾄｳ ﾘｻ 高2
861 海老澤美月 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 高2

8 ｽｳｨﾝ宇都宮 347 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高1
SWｳﾂﾉﾐﾔ 351 菊池亜璃咲 ｷｸﾁ ｱﾘｻ 中2

348 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 高1
349 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 高1
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東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.243 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:54.41
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 太成学院大高 2717 藤田紗矢香 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ 高2

ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2718 小賀　千愛 ｺｶﾞ ﾁｱｷ 高2
2716 神山紗也加 ｶﾐﾔﾏ ｻﾔｶ 高2
2719 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 高2

2 イトマン京都 2683 森越　晴菜 ﾓﾘｺｼ ﾊﾙﾅ 高2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 2682 松井　恵子 ﾏﾂｲ ｹｲｺ 高3

2684 冨永　麻華 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｻｶ 高1
2685 村上　葉純 ﾑﾗｶﾐ ﾊｽﾞﾐ 中3

3 NECGSC溝の口 1968 伊賀崎ひかる ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ 高1
NECGSC M 高校 1966 池　　言乃 ｲｹ ｺﾄﾉ 高2

1967 川畑　志保 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ 高1
1962 西尾奈那子 ﾆｼｵ ﾅﾅｺ 高3

4 スウィン大教 609 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 高1
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 611 末　　陽香 ｽｴ ﾊﾙｶ 高1

608 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 高1
610 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 高1

5 鶴岡ＳＣ 198 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 高2
ﾂﾙｵｶSC 199 難波　颯紀 ﾅﾝﾊﾞ ｻｷ 高1

197 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 高2
200 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 中3

6 加茂ＡＣ 2102 田口　由亜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｱ 中3
ｶﾓAC 2100 浅野　恵未 ｱｻﾉ ｴﾐ 高3

2103 中林　祥子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ 中2
2101 難波　若那 ﾅﾝﾊﾞ ﾜｶﾅ 高2

7 スウィン大宮 463 志賀珠理奈 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 高2
SWｵｵﾐﾔ 高校 461 杉本　　楓 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 高2

459 齋藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 高3
460 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 高2

8 Nalu Aquatic 852 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 中3
NaluAC 851 高山　紗枝 ﾀｶﾔﾏ ｻｴ 中3

849 斉藤　　萌 ｻｲﾄｳ ﾓｴ 高2
848 林　瑛里香 ﾊﾔｼ ｴﾘｶ 高2
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