
第３８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   フリーリレー   予選   2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 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 2419 五島　実咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 中3

ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 中学 2420 岩本　菜央 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵ 中3
2421 嶋田　有希 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷ 中3
2418 大西　　栞 ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 中3

1 スウィン浦和 547 市川　みく ｲﾁｶﾜ ﾐｸ 中3
SWｳﾗﾜ 中学 549 関口　采花 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾔｶ 中2

550 廣瀬　晶子 ﾋﾛｾ ｼｮｳｺ 中1
548 野田　有実 ﾉﾀﾞ ﾕｳﾐ 中3

2 マリーン鹿本 2673 西田　清乃 ﾆｼﾀﾞ ｷﾖﾉ 中2
ﾏﾘｰﾝｶﾓﾄ 中学 2674 古家　　純 ﾌﾙｲｴ ｲﾄ 中1

2671 神﨑　華恵 ｺｳｻﾞｷ ﾊﾅｴ 中3
2672 佐藤　香波 ｻﾄｳ ｺﾅﾐ 中2

3 スウィン鷲宮 503 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 中3
SWﾜｼﾐﾔ 中学 502 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ 中3

505 染谷　紫温 ｿﾒﾔ ｼｵﾝ 中2
504 星　　鮎那 ﾎｼ ｱﾕﾅ 中2

4 コナミ西宮 2324 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 中3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 中学 2325 衛門　麗未 ｴﾓﾝ ﾂｸﾞﾐ 中2

2326 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 中2
2323 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 中3

5 三菱養和ＳＳ 959 山口　知奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾅ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 960 小野真里会 ｵﾉ ﾏﾘｴ 中3

961 正木　里帆 ﾏｻｷ ﾘﾎ 中3
962 小田　萌香 ｵﾀﾞ ﾓｴｶ 中2

6 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1374 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 中2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1370 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 中2

1369 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 中3
1373 石田恵理香 ｲｼﾀﾞ ｴﾘｶ 中2

7 スウィン大教 448 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 中2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 449 音喜多七心 ｵﾄｷﾀ ﾅﾅﾐ 中2

447 長谷川りお ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｵ 中3
450 吉田　涼夏 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 中1

8 名古屋ＳＣ 1731 玉置　真子 ﾀﾏｵｷ ﾏｺ 中2
ﾅｺﾞﾔSC 中学 1729 水谷　幸加 ﾐｽﾞﾀﾆ ｻﾁｶ 中3

1732 水谷　　楓 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 中2
1730 伊与田萌々 ｲﾖﾀﾞ ﾓﾓ 中3

9 コナミ天王町 1234 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 中3
ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ 中学 1232 小山　菜穂 ｺﾔﾏ ﾅﾎ 中3

1235 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 中1
1233 星野　紗月 ﾎｼﾉ ｻﾂｷ 中3
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2組
0 名鉄Ｓ新瀬戸 1845 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 中2

ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 中学 1846 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 中1
1843 川井　璃磨 ｶﾜｲ ﾘﾏ 中3
1844 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 中2

1 ｻﾝｹｲST 2261 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 中2
ｻﾝｹｲST 中学 2259 藤田　彩菜 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔﾅ 中3

2258 丸尾　栞那 ﾏﾙｵ ｶﾝﾅ 中3
2260 大平　愛夏 ｵｵﾋﾗ ｱｲｶ 中2

2 スウィン埼玉 473 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 中2
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 中学 474 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 中2

471 栗島優都紀 ｸﾘｼﾏ ﾕｽﾞｷ 中2
472 滝澤　心海 ﾀｷｻﾞﾜ ｺｺﾐ 中2

3 コナミ海老名 1299 喩　　蘭迪 ﾕ ﾗﾝﾃﾞｨ 中2
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 中学 1296 毛利　瑠那 ﾓｳﾘ ﾙﾅ 中2

1298 五十嵐冴美 ｲｶﾞﾗｼ ｻｴﾐ 中2
1297 宇野　七葉 ｳﾉ ﾅﾅﾊ 中2

4 東京ＳＣ 859 鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 中学 860 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 中2

857 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 中3
858 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 中3

5 八幡浜ＳＣ 2565 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 中2
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 中学 2568 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 中1

2567 東　みずき ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 中2
2566 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 中2

6 藤村ＳＳ 909 矢﨑　真衣 ﾔｻﾞｷ ﾏｲ 中3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 908 山﨑　千楠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ 中3

907 内田　陽菜 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾅ 中3
910 押田　茉桜 ｵｼﾀﾞ ﾏｵ 中2

7 イ ト マ ン 2099 青塚　美澪 ｱｵﾂｶ ﾐﾚｲ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2098 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 中2

2100 津田絵梨那 ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ 中1
2097 奥田　　凜 ｵｸﾀﾞ ﾘﾝ 中3

8 マリン西新井 1023 内藤　栞音 ﾅｲﾄｳ ｼｵﾝ 中3
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 中学 1024 髙橋　萌加 ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ 中2

1022 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 中3
1025 伊藤　茉優 ｲﾄｳ ﾏﾋﾛ 中2

9 コナミ伏見 1992 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 中2
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 中学 1993 武田　海都 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾄ 中2

1990 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 中2
1991 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 中2
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