
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.217 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:50.28
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

2 イトマン京都 2560 髙嶋　愛菜 ﾀｶｼﾏ ｱｲﾅ 中2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 中学 2562 八木　詩歩 ﾔｷﾞ ｼﾎ 中1

2559 竹中　麻結 ﾀｹﾅｶ ﾏﾕ 中2
2561 山本　和葉 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾊ 中1

3 パンジョＳＣ 2614 池田　萌花 ｲｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 中2
ﾊﾟﾝｼﾞｮSC 中学 2615 千住　響子 ｾﾝｼﾞｭｳ ｷｮｳｺ 中2

2617 橋本　風夏 ﾊｼﾓﾄ ﾌｳｶ 中1
2616 高辺ひなた ﾀｶﾍﾞ ﾋﾅﾀ 中2

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

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

5 スウィン大宮 435 奥山　美良 ｵｸﾔﾏ ﾁｭﾗ 中1
SWｵｵﾐﾔ 中学 436 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 中1

433 内田　茉那 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅ 中2
434 松原　聖奈 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾅ 中1

6 ＩＳＣ飯田 1951 矢崎　七海 ﾔｻｷ ﾅﾅﾐ 中1
ISCｲｲﾀﾞ 中学 1953 佐藤　紫苑 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 中1

1952 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 中1
1950 小林こころ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 中2

7 イトマン江坂 2739 前川優里亜 ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｱ 中2
ｲﾄﾏﾝｴｻｶ 中学 2742 藤澤依里子 ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾘｺ 中1

2740 家田　祐希 ｲｴﾀﾞ ﾕｳｷ 中2
2741 天白　愛菜 ﾃﾝﾊﾟｸ ｱｲﾅ 中2
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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  3:50.28
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

2 津田四日市 2416 山木　華恋 ﾔﾏｷ ｶﾚﾝ 中1
ﾂﾀﾞﾖｯｶｲﾁ 中学 2415 池田りんか ｲｹﾀﾞ ﾘﾝｶ 中2

2414 小井　香乃 ｲｻﾗｲ ｶﾉ 中2
2413 中尾　　唯 ﾅｶｵ ﾕｲ 中2

3 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1770 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 中2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1776 遠藤　和夏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ 中1

1773 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 中2
1774 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中2

4 アクラブ調布 990 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 中1
AQLUB CH 中学 993 能村　光咲 ﾉｳﾑﾗ ﾐｻｷ 中1

991 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 中1
992 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 中1

5 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 751 森　　美蘭 ﾓﾘ ﾐﾗﾝ 中1
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 中学 754 宮下　紗伎 ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 中1

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

6 NECGSC溝の口 1890 山﨑　　凜 ﾔﾏｻｷ ﾘﾝ 中2
NECGSC M 中学 1889 加納　莉帆 ｶﾉｳ ﾘﾎ 中2

1887 山本くるみ ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ 中2
1888 平　陽菜子 ﾀｲﾗ ﾋﾅｺ 中2

7 大阪水泳学校 2772 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 中1
OSAKA.SG 中学 2771 池田　香澄 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ 中2

2773 本田麻里奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ 中1
2774 中村　百恵 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｴ 中1
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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 東邦ＳＣ 2240 山内　麻以 ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ 中2

ﾄｳﾎｳSC 中学 2241 香村　未結 ｺｳﾑﾗ ﾐﾕ 中1
2239 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 中2
2238 中井　花音 ﾅｶｲ ｶﾉﾝ 中2

2 ＪＳＳ八王子 1465 石田　瑠海 ｲｼﾀﾞ ﾙｶ 中2
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1466 串田　結依 ｸｼﾀﾞ ﾕｲ 中2

1467 不破菜々子 ﾌﾜ ﾅﾅｺ 中1
1468 白井　すず ｼﾗｲ ｽｽﾞ 中1

3 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1235 鈴木　麻央 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 中1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1234 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 中1

1232 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中2
1233 斉藤愛梨亜 ｻｲﾄｳ ｱﾘｱ 中1

4 東京ＳＣ 1088 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1091 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中1

1092 畑尾　百乃 ﾊﾀｵ ﾓﾓﾉ 中1
1090 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 中1

5 京都踏水会 2532 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 中2
ﾄｳｽｲｶｲ 中学 2531 宮本　優海 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ 中2

2533 山本　和香 ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶ 中2
2534 諸橋　光咲 ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ 中1

6 イ ト マ ン 2668 谷川亜華葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2665 津田絵梨那 ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ 中2

2666 小塚　美輝 ｺﾂﾞｶ ﾐｷ 中2
2667 白瀧和霞葉 ｼﾗﾀｷ ﾜｶﾊﾞ 中2

7 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 2234 岸原さくら ｷｼﾊﾗ ｻｸﾗ 中2

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