
第39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 スウィン浦和 719 小林　那緒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 中2
SWｳﾗﾜ 中学 721 向後　和見 ｺｳｺﾞ ﾅｺﾞﾐ 中2

720 廣瀬　晶子 ﾋﾛｾ ｼｮｳｺ 中2
722 板倉さくら ｲﾀｸﾗ ｻｸﾗ 中1

3 ドーム巣鴨 1254 服部　亜実 ﾊｯﾄﾘ ｱﾐ 中2
ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ 中学 1252 相場　優冴 ｱｲﾊﾞ ﾕｳｺﾞ 中2

1255 前田　なな ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 中2
1253 宮下　　梅 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾒ 中2

4 マリーン鹿本 3407 廣瀬　文乃 ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ 中2
ﾏﾘｰﾝｶﾓﾄ 中学 3406 渡邉　茉衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 中2

3409 牛島　未空 ｳｼｼﾞﾏ ﾐｸ 中1
3408 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 中2

5 ｽｳｨﾝふじみ野 673 相川　琴音 ｱｲｶﾜ ｺﾄﾈ 中2
SWﾌｼﾞﾐﾉ 中学 676 武田　眞咲 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 中1

675 向江　千夏 ﾑｶｴ ﾁﾅﾂ 中1
674 森岡　　華 ﾓﾘｵｶ ﾊﾅ 中2

6 京都踏水会 2534 諸橋　光咲 ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ 中1
ﾄｳｽｲｶｲ 中学 2532 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 中2

2533 山本　和香 ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶ 中2
2531 宮本　優海 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ 中2

7 真庭SC 3132 谷口　葉奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ 中1
ﾏﾆﾜSC 中学 3134 樋口　康子 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽｺ 中1

3131 大垣　雛乃 ｵｵｶﾞｷ ﾋﾅﾉ 中1
3133 市　有優美 ｲﾁ ｱﾕﾐ 中1
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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

2 成増ロンド 1417 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 中2
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 中学 1415 田畑　有香 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｶ 中2

1418 若尾　咲良 ﾜｶｵ ｻﾗ 中1
1416 小川　萌々 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓ 中2

3 NECGSC溝の口 1887 山本くるみ ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ 中2
NECGSC M 中学 1888 平　陽菜子 ﾀｲﾗ ﾋﾅｺ 中2

1886 打田　優希 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 中2
1891 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 中1

4 東京ＳＣ 1091 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1089 木下　笑碧 ｷﾉｼﾀ ｴﾐﾙ 中2

1090 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 中1
1088 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 中2

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1774 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1773 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 中2

1770 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 中2
1775 岩原和可納 ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ 中1

6 アクラブ調布 992 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 中1
AQLUB CH 中学 990 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 中1

991 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 中1
994 角田　鈴音 ﾂﾉﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 中1

7 スウィン埼玉 616 斉藤　瑞穂 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 中1
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 中学 614 田添　千裕 ﾀｿﾞｴ ﾁﾋﾛ 中2

617 野村　真由 ﾉﾑﾗ ﾏﾕ 中1
615 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 中2
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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 ＢＩＧ棒屋 2131 鈴木　志保 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 中1

BIGﾎﾞｳﾔ 中学 2129 山田　花帆 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 中2
2132 井口　萌渚 ｲｸﾞﾁ ﾓｱﾅ 中1
2130 中村菜々穂 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾎ 中2

2 岡崎竜城ＳＣ 2233 岩村　夏佳 ｲﾜﾑﾗ ﾅﾂｶ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 2235 鈴沖　日菜 ｽｽﾞｵｷ ﾋﾅ 中1

2231 杉町　瞭香 ｽｷﾞﾏﾁ ﾘｮｳｶ 中3
2232 與五澤美希 ﾖｺﾞｻﾜ ﾐｷ 中2

3 スウィン坂戸 682 今井　理央 ｲﾏｲ ﾘｵ 中2
ｽｳｨﾝｻｶﾄﾞ 中学 681 伊東　桃子 ｲﾄｳ ﾓﾓｺ 中2

684 野原麻里菜 ﾉﾊﾗ ﾏﾘﾅ 中1
683 清水　映花 ｼﾐｽﾞ ｴｲｶ 中1

4 MGニッシン 3043 細谷　笑里 ﾎｿﾀﾆ ｴﾐﾘ 中2
MGﾆｯｼﾝ 中学 3044 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中2

3045 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中2
3042 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 中2

5 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 750 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 中学 752 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 中1

753 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 中1
749 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 中2

6 スウィン大教 577 増田　聖乃 ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾉ 中2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 575 吉田　涼夏 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 中2

578 本田　遥香 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 中1
576 臼田　伊織 ｳｽﾀﾞ ｲｵﾘ 中2

7 枚方ＳＳ 2806 中村　舞羽 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲﾊ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2804 宮澤　優芽 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾒ 中2

2805 北村　瞳奈 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅ 中2
2807 初田　沙希 ﾊﾂﾀﾞ ｻｷ 中2
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