
第39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     
競泳競技                                          
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  3:36.74
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

1 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ古賀 2586 渡辺　三空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 中3
BSｺｶﾞ 中学 2585 井上　結貴 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 中3

2588 木下　綾乃 ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾉ 中2
2587 池浦　優実 ｲｹｳﾗ ﾕｳﾐ 中2

2 ＳＧＣ・佐野 245 長　　莉奈 ﾁｮｳ ﾏﾘﾅ 中2
SGC 中学 244 田中　静音 ﾀﾅｶ ｼｽﾞﾈ 中2

246 手塚　悠那 ﾃﾂﾞｶ ﾕﾅ 中2
247 渡邉　夢万 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾏ 中1

3 東邦ＳＣ 1753 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 中2
ﾄｳﾎｳSC 中学 1754 山内　麻以 ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ 中2

1752 中井　花音 ﾅｶｲ ｶﾉﾝ 中2
1750 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 中3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 590 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 中学 591 森　　美蘭 ﾓﾘ ﾐﾗﾝ 中1

588 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 中2
589 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中2

5 東京ＳＣ 853 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 中学 849 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 中3

854 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中1
850 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 中2

6 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1366 岩原和可納 ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ 中1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1364 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 中2

1362 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 中2
1365 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中2

7 コナミ伏見 1962 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 中3
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 中学 1963 岡村　綾乃 ｵｶﾑﾗ ｱﾔﾉ 中2

1964 小野ひなた ｵﾉ ﾋﾅﾀ 中2
1961 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 中3
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神奈川

京  都

加　盟

福  岡

栃  木

愛  知
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東  京



第39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     
競泳競技                                          
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  3:36.74
１３～１４歳        大会記録  3:53.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 碧南ＳＳ 1862 新美　綾菜 ﾆｲﾐ ｱﾔﾅ 中2
ﾍｷﾅﾝSS 中学 1861 中川　結衣 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｲ 中2

1860 加藤菜々子 ｶﾄｳ ﾅﾅｺ 中3
1859 中村　綾香 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 中3

2 スウィン坂戸 546 清水　映花 ｼﾐｽﾞ ｴｲｶ 中1
ｽｳｨﾝｻｶﾄﾞ 中学 544 伊東　桃子 ｲﾄｳ ﾓﾓｺ 中2

547 髙橋　花乃 ﾀｶﾊｼ ｶﾉ 中1
545 今井　理央 ｲﾏｲ ﾘｵ 中2

3 ＳＡＴ雪ヶ谷 1044 伊東　寧々 ｲﾄｳ ﾈﾈ 中2
SATﾕｷｶﾞﾔ 中学 1045 髙橋　小雪 ﾀｶﾊｼ ｺﾕｷ 中2

1042 廣島　歌子 ﾋﾛｼﾏ ｳﾀｺ 中3
1043 小原　天寧 ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ 中2

4 MGニッシン 2378 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 中2
MGﾆｯｼﾝ 中学 2380 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中2

2704 細谷　笑里 ﾎｿﾀﾆ ｴﾐﾘ 中2
2379 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中2

5 ジャパン観 2491 牧野　桜子 ﾏｷﾉ ｻｸﾗｺ 中1
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 中学 2489 好川あゆみ ﾖｼｶﾜ ｱﾕﾐ 中3

2490 山下　理子 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 中1
2488 荻田　朱理 ｵｷﾞﾀ ｱｶﾘ 中3

6 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1280 舩木　雅菜 ﾌﾅｷ ﾏｻﾅ 中3
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1281 梅津　　葵 ｳﾒﾂﾞ ｱｵｲ 中3

1279 市島　花倫 ｲﾁｼﾏ ｶﾘﾝ 中3
1282 内藤　　遥 ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｶ 中2

7 マリーン鹿本 2662 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 中2
ﾏﾘｰﾝｶﾓﾄ 中学 2661 廣瀬　文乃 ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ 中2

2660 渡邉　茉衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 中2
2659 古家　　純 ﾌﾙｲｴ ｲﾄ 中2
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