
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.215 女子    400m   メドレーリレー   予選   2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 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ古賀 2585 井上　結貴 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 中3
BSｺｶﾞ 中学 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
2586 渡辺　三空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 中3

2 大阪水泳学校 2153 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 中1
OSAKA.SG 中学 2152 池田　香澄 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ 中2

2154 本田麻里奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ 中1
2151 堀井　紀沙 ﾎﾘｲ ｷｻ 中2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 614 野田　海優 ﾉﾀﾞ ﾐﾕｳ 中2
ｾ･ｳﾗﾔｽ 中学 613 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 中3

611 森柄　花菜 ﾓﾘｴ ﾊﾅ 中3
612 井林　倖菜 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾅ 中3

4 MGニッシン 2704 細谷　笑里 ﾎｿﾀﾆ ｴﾐﾘ 中2
MGﾆｯｼﾝ 中学 2379 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中2

2378 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 中2
2380 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中2

5 イトマン港北 1399 佐藤ななみ ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 中1
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1400 桑原　美優 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 中1

1397 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 中3
1398 岡崎　栞奈 ｵｶｻﾞｷ ｶﾝﾅ 中2

6 三菱養和ＳＳ 931 木崎　京香 ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 930 尾見　桜子 ｵﾐ ｻｸﾗｺ 中3

929 佐藤　楓香 ｻﾄｳ ﾌｳｶ 中3
932 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 中1

7 イトマン富雄 2369 豊田　美来 ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾗｲ 中2
ｲﾄﾏﾝﾄﾐｵ 中学 2367 小松　琴美 ｺﾏﾂ ｺﾄﾐ 中3

2366 河田　萌花 ｶﾜﾀ ﾎﾉｶ 中3
2368 千勝　愛水 ﾁｶﾂ ﾒｸﾞﾐ 中2

8 ｲﾄﾏﾝひばり 2084 白石　楓佳 ｼﾗｲｼ ﾌｳｶ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋﾊﾞﾘ 中学 2083 田路　祥子 ﾀｼﾞ ｼｮｳｺ 中3

2085 中逵　綾乃 ﾅｶﾂｼﾞ ｱﾔﾉ 中2
2082 藤田　歩花 ﾌｼﾞﾀ ﾎﾉｶ 中3
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2組
0

1 ＫＬ春日井 1770 丹羽　麻奈 ﾆﾜ ｱｻﾅ 中3
KLｶｽｶﾞｲ 中学 1772 小栁　麻衣 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 中2

1771 大﨑　紗空 ｵｵｻｷ ｻﾗ 中3
1773 苻川　幸歩 ﾌｶﾞﾜ ﾕｷﾎ 中2

2 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1361 奥田　帆佳 ｵｸﾀﾞ ﾎﾉｶ 中3
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1367 遠藤　和夏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ 中1

1364 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 中2
1365 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中2

3 ｽｳｨﾝあざみ 313 内山　栞里 ｳﾁﾔﾏ ｼｵﾘ 中2
SWｱｻﾞﾐ 中学 312 鈴木　千尋 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 中2

310 齋藤　詩穂 ｻｲﾄｳ ｼﾎ 中3
311 古畑佳寿美 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾐ 中2

4 東京ＳＣ 849 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 中学 850 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 中2

854 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中1
853 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 中1

5 金田ＳＣ 770 川口　栞奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾝﾅ 中2
ｶﾈﾀﾞSC 中学 769 柳　　優花 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｶ 中2

768 大石　啓莉 ｵｵｲｼ ﾋﾗﾘ 中2
767 小林　　楓 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 中3

6 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 959 今野凛々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 961 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 中1

960 斉藤愛梨亜 ｻｲﾄｳ ｱﾘｱ 中1
958 玉置　寧々 ﾀﾏｵｷ ﾈﾈ 中3

7 岡崎竜城ＳＣ 1746 岩村　夏佳 ｲﾜﾑﾗ ﾅﾂｶ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 1747 岸原さくら ｷｼﾊﾗ ｻｸﾗ 中2

1745 與五澤美希 ﾖｺﾞｻﾜ ﾐｷ 中2
1744 杉町　瞭香 ｽｷﾞﾏﾁ ﾘｮｳｶ 中3

8 浜名湖ＳＳ 1658 増田　麻佑 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾕ 中2
ﾊﾏﾅｺSS 中学 1657 水野結由那 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾅ 中2

1656 城井　貴布 ｼﾛｲ ｷﾎ 中3
1659 野中　咲歩 ﾉﾅｶ ｻﾎ 中2
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