
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.219 女子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:50.50
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 愛み大瑞穂高 2128 千明　楓花 ﾁｷﾞﾗ ﾌｳｶ 高1
MIZUHO 高校 2129 西川　香澄 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾐ 高1

2126 西垣　茉耶 ﾆｼｶﾞｷ ﾏﾔ 高2
2124 小﨑　絵莉 ｺｻﾞｷ ｴﾘ 高2

4 ｽｳｨﾝ宇都宮 315 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高3
SWｳﾂﾉﾐﾔ 320 髙橋　奈々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 中1

316 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 高3
317 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 高3

5 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 2999 重山　凜乃 ｼｹﾞﾔﾏ ﾘﾉ 中2
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 中学 2998 嶋田　有希 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷ 中3

2997 五島　実咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 中3
2996 大西　　栞 ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 中3

6

7

8
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2組
1 スウィン大教 554 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 中3

SWﾀﾞｲｷｮｳ 548 阿部　　渚 ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ 高3
547 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 高3
555 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 中3

2 塚口ＳＳ 2832 小宮　紅葉 ｺﾐﾔ ｱｷ 高2
ﾂｶｸﾞﾁSS 2835 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 高1

2836 山村　真未 ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ 中3
2833 内藤　　好 ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ 高2

3 須磨学園高校 2814 石川　穂波 ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2820 濱上　未祐 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾐﾕ 高1

2816 中澤　　萌 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ 高2
2818 岩田　旭代 ｲﾜﾀ ｱｷﾖ 高2

4 イ ト マ ン 2602 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 中3
ｲﾄﾏﾝ 2596 寺田　麻美 ﾃﾗﾀﾞ ｱｻﾐ 高3

2598 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 高2
2599 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高2

5 京都外大西高 2452 今西　志帆 ｲﾏﾆｼ ｼﾎ 高2
KGN 高校 2455 櫻井　美月 ｻｸﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 高2

2454 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 高2
2450 北田　　優 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 高3

6 ＪＳＳ八王子 1419 鷲尾理沙子 ﾜｼｵ ﾘｻｺ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 1421 齊藤　涼夏 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 中3

1417 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 高3
1418 堀内　　愛 ﾎﾘｳﾁ ｱｲ 高3

7 浜名湖ＳＳ 2098 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 小6
ﾊﾏﾅｺSS 2096 水野　美鈴 ﾐｽﾞﾉ ﾐｽｽﾞ 中3

2094 城井　麻希 ｼﾛｲ ﾏｷ 高3
2095 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 高2

8 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 860 茂木　京香 ﾓｷﾞ ｷｮｳｶ 中3
ﾙ･ﾁｮｳｼ 861 鈴木菜々花 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 中3

862 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 中3
859 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 高2
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3組
1 三菱養和ＳＳ 1158 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2

ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 1161 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 中3
1162 山口　知奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾅ 中3
1160 増田　舞紗 ﾏｽﾀﾞ ﾏｲｼｬ 高2

2 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1208 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 高3
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1210 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 高1

1212 八木　美月 ﾔｷﾞ ﾐﾂｷ 中3
1209 亀井　真愛 ｶﾒｲ ﾏｲ 高2

3 NECGSC溝の口 1802 池　　久乃 ｲｹ ﾋｻﾉ 高2
NECGSC M 高校 1803 井ノ口茉里 ｲﾉｸﾞﾁ ﾏﾘ 高1

1799 川畑　志保 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ 高3
1801 檜山　悠理 ﾋﾔﾏ ﾕｳﾘ 高2

4 太成学院大高 2550 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2547 小林　晴妃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾋ 高1

2546 城間　小桃 ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ 高2
2545 鵜飼　雪菜 ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ 高2

5 Nalu Aquatic 802 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 高2
NaluAC 803 原　　彩夏 ﾊﾗ ｱﾔｶ 高2

805 青木　優利 ｱｵｷ ﾕｳﾘ 中3
800 青木舞利奈 ｱｵｷ ﾏﾘﾅ 高3

6 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 1513 小山　菜穂 ｺﾔﾏ ﾅﾎ 中3

1512 門脇　　杏 ｶﾄﾞﾜｷ ｱﾝ 中3
1514 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 中3

7 ｻﾝｹｲST 2786 岡田実優里 ｵｶﾀﾞ ﾐﾕﾘ 高2
ｻﾝｹｲST 2787 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 中3

2784 黒岡　沙耶 ｸﾛｵｶ ｻﾔ 高3
2785 三上　純心 ﾐｶﾐ ｱﾔﾐ 高2

8 日大藤沢 1486 馬場　朱子 ﾊﾞﾊﾞ ｱｶﾈ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 1490 外山　優香 ﾄﾔﾏ ﾕｳｶ 高1

1484 金子　喜恵 ｶﾈｺ ｷｴ 高3
1485 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高2
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4組
1 マリン西新井 1245 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 中3

ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 1247 樋口　綾華 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔｶ 中1
1243 塩入　涼葉 ｼｵｲﾘ ｽｽﾞﾊ 高1
1244 松平花津音 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｶﾂﾞﾈ 高1

2 スウィン埼玉 584 大西　彩夏 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 高2
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 586 野本ひかる ﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ 中3

583 内田　美咲 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 高3
585 江森　　優 ｴﾓﾘ ﾕｳ 高2

3 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 854 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 中3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 852 高梨　汐音 ﾀｶﾅｼ ｼｵﾈ 高2

853 真如　優菜 ｼﾝﾆｮ ﾕﾅ 高1
855 江縫こなみ ｴﾇｲ ｺﾅﾐ 中3

4 豊川高 2325 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2324 澤邊みのり ｻﾜﾍﾞ ﾐﾉﾘ 高1

2321 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 高2
2323 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 高1

5 マリン舎人 1445 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 高3
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 1447 押田　華澄 ｵｼﾀﾞ ｶｽﾐ 高2

1446 片山　友希 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 高3
1448 鈴木　　舞 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 中2

6 コナミ北浦和 棄権
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ

7 ＳＡ新城 1585 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 中2
SAｼﾝｼﾞｮｳ 中学 1584 尾上　彩奈 ｵﾉｳｴ ｱﾔﾅ 中3

1582 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 中3
1583 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 中3

8 枚方ＳＳ 2724 大野奈津子 ｵｵﾉ ﾅﾂｺ 高3
ﾋﾗｶﾀSS 2726 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 中3

2723 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 高3
2725 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 中3
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