
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.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 マリン西新井 1022 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 中3
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 中学 1023 内藤　栞音 ﾅｲﾄｳ ｼｵﾝ 中3

1024 髙橋　萌加 ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ 中2
1025 伊藤　茉優 ｲﾄｳ ﾏﾋﾛ 中2

2 愛知淑徳中 1680 加藤　香林 ｶﾄｳ ｶﾘﾝ 中3
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 中学 1681 大島　彩奈 ｵｵｼﾏ ｱﾔﾅ 中2

1679 福井くるみ ﾌｸｲ ｸﾙﾐ 中3
1682 河合由梨香 ｶﾜｲ ﾕﾘｶ 中2

3 ＫＬ春日井 1778 丹羽　麻奈 ﾆﾜ ｱｻﾅ 中2
KLｶｽｶﾞｲ 中学 1780 小栁　麻衣 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 中1

1779 大﨑　紗空 ｵｵｻｷ ｻﾗ 中2
1781 苻川　幸歩 ﾌｶﾞﾜ ﾕｷﾎ 中1

4 イ ト マ ン 2099 青塚　美澪 ｱｵﾂｶ ﾐﾚｲ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2100 津田絵梨那 ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ 中1

2098 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 中2
2097 奥田　　凜 ｵｸﾀﾞ ﾘﾝ 中3

5 八幡浜ＳＣ 2567 東　みずき ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 中2
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 中学 2568 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 中1

2566 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 中2
2565 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 中2

6 ＪＳＳ八王子 1171 石田　瑠海 ｲｼﾀﾞ ﾙｶ 中1
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1170 三浦　咲香 ﾐｳﾗ ｻﾔｶ 中2

1168 田中　乃愛 ﾀﾅｶ ﾉｱ 中3
1169 土井　風果 ﾄﾞｲ ﾌｳｶ 中3

7 スウィン熊谷 358 中山　美彩 ﾅｶﾔﾏ ﾐｻ 中2
SWｸﾏｶﾞﾔ 中学 355 加藤　玲奈 ｶﾄｳ ﾚﾅ 中2

354 島崎　佑美 ｼﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 中2
356 石井　　翠 ｲｼｲ ﾐﾄﾞﾘ 中2
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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.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

2組
0

1 塩沢中 1520 髙橋　美衣 ﾀｶﾊｼ ﾐｲ 中3
ｼｵｻﾞﾜﾁｭｳ 中学 1521 野上　萌衣 ﾉｶﾞﾐ ﾒｲ 中3

1519 原澤　珠緒 ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ 中3
1522 佐藤　未来 ｻﾄｳ ﾐｸ 中3

2 三菱養和ＳＳ 962 小田　萌香 ｵﾀﾞ ﾓｴｶ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 963 尾見　桜子 ｵﾐ ｻｸﾗｺ 中2

960 小野真里会 ｵﾉ ﾏﾘｴ 中3
959 山口　知奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾅ 中3

3 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1370 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 中2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1369 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 中3

1372 小島　朋菜 ｺｼﾞﾏ ﾄﾓﾅ 中2
1374 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 中2

4 コナミ西宮 2326 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 中2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 中学 2327 北口沙央梨 ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ 中2

2323 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 中3
2324 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 中3

5 スウィン埼玉 471 栗島優都紀 ｸﾘｼﾏ ﾕｽﾞｷ 中2
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 中学 475 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 中2

474 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 中2
473 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 中2

6 東京ＤＣ桜台 1100 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 中2
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 中学 1099 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 中2

1101 山本　侑奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 中2
1098 梶沼ななえ ｶｼﾞﾇﾏ ﾅﾅｴ 中3

7 スウィン高崎 301 樋口　歩夢 ﾋｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 中3
SWﾀｶｻｷ 中学 300 三浦　朋子 ﾐｳﾗ ﾄﾓｺ 中3

299 秋谷　里実 ｱｷﾔ ｻﾄﾐ 中3
302 小池　姫歌 ｺｲｹ ﾋﾒｶ 中2
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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

3組
0

1 コナミ天王町 1235 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 中1
ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ 中学 1232 小山　菜穂 ｺﾔﾏ ﾅﾎ 中3

1234 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 中3
1233 星野　紗月 ﾎｼﾉ ｻﾂｷ 中3

2 金町ＳＣ 782 橋本ひなの ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾉ 中1
ｶﾅﾏﾁSC 中学 780 水越　菜緒 ﾐｽﾞｺｼ ﾅｵ 中2

781 永山　　景 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹｲ 中2
779 發地　優花 ﾎｯﾁ ﾕｳｶ 中3

3 東京ＳＣ 860 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 861 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 中1

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

4 スウィン鷲宮 502 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ 中3
SWﾜｼﾐﾔ 中学 506 古関　郁香 ｺｾｷ ﾌﾐｶ 中2

505 染谷　紫温 ｿﾒﾔ ｼｵﾝ 中2
503 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 中3

5 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 2422 重山　凜乃 ｼｹﾞﾔﾏ ﾘﾉ 中2
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 中学 2421 嶋田　有希 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷ 中3

2419 五島　実咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 中3
2418 大西　　栞 ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 中3

6 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 597 野田　海優 ﾉﾀﾞ ﾐﾕｳ 中1
ｾ･ｳﾗﾔｽ 中学 593 石田ちひろ ｲｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 中3

594 森柄　花菜 ﾓﾘｴ ﾊﾅ 中2
595 井林　倖菜 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾅ 中2

7 ＪＳＳ磐田 1647 樋口　朋花 ﾋｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 中3
JSSｲﾜﾀ 中学 1650 落合　真愛 ｵﾁｱｲ ﾏﾅ 中2

1648 新井はる佳 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 中2
1649 松本　珠梨 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾘ 中2

8 ｽｳｨﾝ伊勢崎 274 桑原　　鈴 ｸﾜﾊﾞﾗ ｽｽﾞ 中2
SWｲｾｻｷ 中学 271 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 中3

272 吉澤　歩望 ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 中3
273 新井　麻友 ｱﾗｲ ﾏﾕ 中2
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