
第38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     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.139 女子    400m   フリーリレー   予選   3組   日本記録  3:32.31
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 ＩＳＣ飯田 1856 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 中2
ISCｲｲﾀﾞ 中学 1857 佐藤　　柊 ｻﾄｳ ﾋｲﾗｷﾞ 中2

1859 福岡　　葵 ﾌｸｵｶ ﾋﾏﾘ 中2
1858 小田切海空 ｺﾀｷﾞﾘ ﾐｸ 中2

3 マリーン鹿本 3351 廣瀬　文乃 ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ 中1
ﾏﾘｰﾝｶﾓﾄ 中学 3349 西田　清乃 ﾆｼﾀﾞ ｷﾖﾉ 中2

3350 古家　　純 ﾌﾙｲｴ ｲﾄ 中1
3352 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 中1

4 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1767 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 中2
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 中学 1770 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 中1

1769 下里真依子 ｼﾓｻﾞﾄ ﾏｲｺ 中2
1768 村上　夏帆 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ 中2

5 MGニッシンSS 2984 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中1
MGﾆｯｼﾝ 中学 2985 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中1

2982 田中　汐音 ﾀﾅｶ ｼｵﾝ 中2
2983 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 中1

6 くずは男山 2461 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 中1
ｸｽﾞﾊｵﾄｺﾔ 中学 3504 北野　瑠子 ｷﾀﾉ ﾙｺ 中2

2460 大林向日葵 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾜﾘ 中2
3503 北村　寿来 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾗ 中2

7 東邦ＳＣ 2193 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 中1
ﾄｳﾎｳSC 中学 2192 中井　花音 ﾅｶｲ ｶﾉﾝ 中1

2191 馬場　瑛麻 ﾊﾞﾊﾞ ｴﾏ 中2
2194 山内　麻以 ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ 中1
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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春季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.139 女子    400m   フリーリレー   予選   3組   日本記録  3:32.31
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 名鉄Ｓ新瀬戸 2288 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 中2

ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 中学 2286 前田　香恋 ﾏｴﾀﾞ ｶﾚﾝ 中2
2287 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 中2
2289 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 中1

2 コナミ天王町 1517 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 1516 金子　　悠 ｶﾈｺ ﾊﾙｶ 中2

1515 石田　詩織 ｲｼﾀﾞ ｼｵﾘ 中2
1514 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 中3

3 成増ロンド 1377 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 中1
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 中学 1375 田畑　有香 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｶ 中1

1378 鳥飼　佳那 ﾄﾘｶﾞｲ ｶﾅ 中1
1376 小川　萌々 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓ 中1

4 八幡浜ＳＣ 3198 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 中2
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 中学 3201 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 中1

3200 東　みずき ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 中2
3199 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 中2

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1709 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1707 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 中1

1702 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 中2
1705 石田恵理香 ｲｼﾀﾞ ｴﾘｶ 中2

6 枚方ＳＳ 2730 初田　沙希 ﾊﾂﾀﾞ ｻｷ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2728 児島　彩乃 ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 中2

2729 北村　瞳奈 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅ 中1
2727 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 中2

7 コナミ西宮 2880 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 中2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 中学 2879 衛門　麗未 ｴﾓﾝ ﾂｸﾞﾐ 中2

2881 北口沙央梨 ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ 中2
2882 中筋　梨緒 ﾅｶｽｼﾞ ﾘｵ 中1
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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春季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.139 女子    400m   フリーリレー   予選   3組   日本記録  3:32.31
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 碧南ＳＳ 2341 新美　綾菜 ﾆｲﾐ ｱﾔﾅ 中1

ﾍｷﾅﾝSS 中学 2340 中川　結衣 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｲ 中1
2338 北澤　志菜 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷﾅ 中2
2339 加藤菜々子 ｶﾄｳ ﾅﾅｺ 中2

2 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1214 玉置　寧々 ﾀﾏｵｷ ﾈﾈ 中2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1217 今野凛々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中1

1216 五十嵐芽依 ｲｶﾞﾗｼ ﾒｲ 中2
1215 内藤　寛果 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｶ 中2

3 イトマン港北 1754 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1753 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 中2

1755 岡崎　栞奈 ｵｶｻﾞｷ ｶﾝﾅ 中1
1752 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 中2

4 コナミ伏見 2473 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 中2
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 中学 2475 小野ひなた ｵﾉ ﾋﾅﾀ 中1

2471 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 中2
2472 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 中2

5 スウィン大教 556 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 中2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 559 増田　聖乃 ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾉ 中1

558 吉田　涼夏 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 中1
557 音喜多七心 ｵﾄｷﾀ ﾅﾅﾐ 中2

6 ドーム巣鴨 1232 宮下　　梅 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾒ 中1
ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ 中学 1231 髙橋　萌加 ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ 中2

1230 工藤　南海 ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 中2
1233 服部　亜実 ﾊｯﾄﾘ ｱﾐ 中1

7 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 733 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 中1
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 中学 734 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中1

732 羽賀　万純 ﾊｶﾞ ﾏｽﾐ 中2
735 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 中1
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