
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.217 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:50.50
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 ＫＬ春日井 2217 丹羽　麻奈 ﾆﾜ ｱｻﾅ 中2

KLｶｽｶﾞｲ 中学 2219 小栁　麻衣 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 中1
2218 大﨑　紗空 ｵｵｻｷ ｻﾗ 中2
2220 苻川　幸歩 ﾌｶﾞﾜ ﾕｷﾎ 中1

2 NECGSC溝の口 1807 川田麻奈未 ｶﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中2
NECGSC M 中学 1809 加納　莉帆 ｶﾉｳ ﾘﾎ 中1

1805 中西　梨予 ﾅｶﾆｼ ﾘﾖ 中2
1808 山本くるみ ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ 中1

3 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 757 野田　海優 ﾉﾀﾞ ﾐﾕｳ 中1
ｾ･ｳﾗﾔｽ 中学 756 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 中2

754 森柄　花菜 ﾓﾘｴ ﾊﾅ 中2
755 井林　倖菜 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾅ 中2

4 八幡浜ＳＣ 3200 東　みずき ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 中2
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 中学 3201 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 中1

3199 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 中2
3198 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 中2

5 ＩＳＣ飯田 1857 佐藤　　柊 ｻﾄｳ ﾋｲﾗｷﾞ 中2
ISCｲｲﾀﾞ 中学 1856 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 中2

1855 北村　風香 ｷﾀﾑﾗ ﾌｳｶ 中2
1858 小田切海空 ｺﾀｷﾞﾘ ﾐｸ 中2

6 ＦーＢＩＧ 295 行方　美祐 ﾅﾒｶﾀ ﾐﾕｳ 中2
F-BIG 中学 296 坂　　美紀 ｻｶ ﾐｷ 中1

293 近澤　卯菜 ﾁｶｻﾞﾜ ｳﾅ 中2
294 行方　悠莉 ﾅﾒｶﾀ ﾕｳﾘ 中2

7 ﾌﾟﾚｵﾝ船橋 3416 鈴木　　和 ｽｽﾞｷ ﾉﾄﾞｶ 中2
ﾌﾟﾚｵﾝﾌﾅﾊ 中学 884 関根　菜生 ｾｷﾈ ﾅｵ 中1

883 高山　風月 ﾀｶﾔﾏ ﾌﾂﾞｷ 中2
3417 松戸　愛海 ﾏﾂﾄﾞ ﾒｸﾞﾐ 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.217 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:50.50
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 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1216 五十嵐芽依 ｲｶﾞﾗｼ ﾒｲ 中2

ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1215 内藤　寛果 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｶ 中2
1217 今野凛々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中1
1214 玉置　寧々 ﾀﾏｵｷ ﾈﾈ 中2

2 ＳＡＴ雪ヶ谷 1311 廣島　歌子 ﾋﾛｼﾏ ｳﾀｺ 中2
SATﾕｷｶﾞﾔ 中学 1314 竹川　希歩 ﾀｹｶﾜ ｷﾎ 中1

1313 伊東　寧々 ｲﾄｳ ﾈﾈ 中1
1312 小原　天寧 ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ 中1

3 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 2474 岡村　綾乃 ｵｶﾑﾗ ｱﾔﾉ 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

4 スウィン埼玉 587 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 590 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 中2

588 滝澤　心海 ﾀｷｻﾞﾜ ｺｺﾐ 中2
589 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 中2

5 イトマン港北 1752 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1755 岡崎　栞奈 ｵｶｻﾞｷ ｶﾝﾅ 中1

1754 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 中2
1753 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 中2

6 ＪＳＳ磐田 2081 新村　りこ ｼﾝﾑﾗ ﾘｺ 中2
JSSｲﾜﾀ 中学 2083 落合　真愛 ｵﾁｱｲ ﾏﾅ 中2

2080 新井はる佳 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 中2
2082 松本　珠梨 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾘ 中2

7 金町ＳＣ 980 橋本ひなの ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾉ 中1
ｶﾅﾏﾁSC 中学 978 水越　菜緒 ﾐｽﾞｺｼ ﾅｵ 中2

979 永山　　景 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹｲ 中2
981 佐野　愛実 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 中1

8 東邦ＳＣ 2194 山内　麻以 ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ 中1
ﾄｳﾎｳSC 中学 2190 山口　楓果 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳｶ 中2

2193 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 中1
2191 馬場　瑛麻 ﾊﾞﾊﾞ ｴﾏ 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.217 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:50.50
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 トピレック 1073 村上　彩音 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾈ 中2

ﾄﾋﾟﾚｯｸ 中学 1074 早川　　葵 ﾊﾔｶﾜ ｱｵｲ 中1
1072 小野寺はな ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ 中2
1071 浅賀ひかり ｱｻｶﾞ ﾋｶﾘ 中2

2 郡山インター 191 安達　　光 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾘ 中1
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 中学 192 菅家　綾美 ｶﾝｹ ｱﾔﾐ 中1

190 菊田　真生 ｷｸﾀ ﾏｲ 中2
193 齋藤　宇蘭 ｻｲﾄｳ ｳﾗﾝ 中1

3 東京ＤＣ桜台 1335 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 中2
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 中学 1334 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 中2

1336 山本　侑奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 中2
1337 佐藤　らら ｻﾄｳ ﾗﾗ 中1

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1702 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 中2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1703 中澤　海帆 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾎ 中2

1704 小島　朋菜 ｺｼﾞﾏ ﾄﾓﾅ 中2
1709 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中1

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

1230 工藤　南海 ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 中2
1234 前田　なな ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 中1

6 イ ト マ ン 2604 青塚　美澪 ｱｵﾂｶ ﾐﾚｲ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2605 津田絵梨那 ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ 中1

2603 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 中2
2606 中井　佳奈 ﾅｶｲ ｶﾅ 中1

7 岡崎竜城ＳＣ 2183 久田　麻白 ﾋｻﾀﾞ ﾏｼﾛ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 2186 岸原さくら ｷｼﾊﾗ ｻｸﾗ 中1

2185 與五澤美希 ﾖｺﾞｻﾜ ﾐｷ 中1
2184 杉町　瞭香 ｽｷﾞﾏﾁ ﾘｮｳｶ 中2

8 イトマン富雄 2969 豊田　美来 ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾗｲ 中1
ｲﾄﾏﾝﾄﾐｵ 中学 2967 小松　琴美 ｺﾏﾂ ｺﾄﾐ 中2

2966 河田　萌花 ｶﾜﾀ ﾎﾉｶ 中2
2968 千勝　愛水 ﾁｶﾂ ﾒｸﾞﾐ 中1
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