
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.219 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:50.28
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 椙山女学園高 2175 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高2
SUGIYAMA 高校 2176 佐久間夏澄 ｻｸﾏ ｶｽﾐ 高2

2179 鶴見奈七美 ﾂﾙﾐ ﾅﾅﾐ 高1
2174 深谷　侑以 ﾌｶﾔ ﾕｲ 高2

3 ｽｳｨﾝ宇都宮 339 常田　夏綺 ﾄｷﾀ ﾅﾂｷ 高2
SWｳﾂﾉﾐﾔ 340 髙橋　奈々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 中2

3465 菊池亜璃咲 ｷｸﾁ ｱﾘｻ 高2
338 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 高3

4 スウィン埼玉 610 大西　彩夏 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 高3
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 613 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 中3

611 野本ひかる ﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ 高1
612 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 中3

5 塚口ＳＳ 2904 小宮　紅葉 ｺﾐﾔ ｱｷ 高3
ﾂｶｸﾞﾁSS 高校 2906 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 高2

2903 本城わかば ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾊﾞ 高3
2907 山村　真未 ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ 高1

6 福大若葉高校 3291 佐久本好野 ｻｸﾓﾄ ﾖｼﾉ 高1
ﾌｸﾀﾞｲﾜｶﾊ 高校 3289 藤﨑　聖香 ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｶ 高2

3290 坂田　菜摘 ｻｶﾀ ﾅﾂﾐ 高2
3288 荒木　涼那 ｱﾗｷ ｽｽﾞﾅ 高2

7

8
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加　盟
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栃  木
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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.219 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:50.28
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 湘南工大附 1525 津久井雪子 ﾂｸｲ ﾕｷｺ 高3

ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1530 丸山　果夏 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 高1
1528 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 高1
1529 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高1

2 秋田ＡＣ 157 鈴木菜奈子 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｺ 高3
ｱｷﾀAC 160 赤間　明希 ｱｶﾏ ｱｷ 中3

158 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 高2
159 高野　雪愛 ﾀｶﾉ ﾕｷｱ 高2

3 ｻﾝｹｲST 2861 岡田実優里 ｵｶﾀﾞ ﾐﾕﾘ 高3
ｻﾝｹｲST 高校 2863 藤田　彩菜 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔﾅ 高1

2862 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 高1
2860 三上　純心 ﾐｶﾐ ｱﾔﾐ 高3

4 トピーアヤセ 1648 竹内　澪乃 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ 高3
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 1650 井上　真優 ｲﾉｳｴ ﾏﾕ 中3

1649 片桐　由起 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｷ 高3
1651 喩　　蘭迪 ﾕ ﾗﾝﾃﾞｨ 中3

5 ピュア大和 143 西田　涼花 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 高1
ﾋﾟｭｱﾀｲﾜ 高校 142 赤石　咲乃 ｱｶｲｼ ｻｷﾉ 高3

145 赤石　朱李 ｱｶｲｼ ｼｭﾘ 高1
144 中園　千尋 ﾅｶｿﾞﾉ ﾁﾋﾛ 高1

6 ＪＳＳ八王子 1462 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 高2
JSSﾊﾁｵｳｼ 1463 齊藤　涼夏 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 高1

1464 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 中3
1461 木谷りのか ｷﾔ ﾘﾉｶ 高2

7 東京ＤＣ桜台 1372 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 中3
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 中学 1371 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 中3

1373 山本　侑奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 中3
1374 風祭　結愛 ｶｻﾞﾏﾂﾘ ﾕｲｱ 中2

8 イ ト マ ン 2660 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高1
ｲﾄﾏﾝ 2663 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 中3

2661 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高1
2658 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高3
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大  阪
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大  阪



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.219 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:50.28
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1229 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 高1

ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 1225 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 高2
1228 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 高1
1226 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高2

2 新田高 3241 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 高2
ﾆｯﾀ 高校 3242 戒能　朝陽 ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ 高1

3240 井尻　　環 ｲｼﾞﾘ ﾀﾏｷ 高3
3243 岩間　薫乃 ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ 高1

3 スウィン大教 571 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高1
SWﾀﾞｲｷｮｳ 569 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 高2

574 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 中3
572 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高1

4 須磨学園高校 2891 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高1
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2886 中澤　　萌 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ 高3

2887 森　　里菜 ﾓﾘ ﾘﾅ 高3
2888 岩田　旭代 ｲﾜﾀ ｱｷﾖ 高3

5 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1503 吉田真希子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ 高3
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 1505 斎藤　千紘 ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 高1

1504 木村　莉乃 ｷﾑﾗ ﾘﾉ 高1
1506 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 中3

6 ドーム巣鴨 1251 髙橋　萌加 ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ 中3
ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ 中学 1255 前田　なな ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 中2

1250 工藤　南海 ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 中3
1253 宮下　　梅 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾒ 中2

7 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1854 須田　彩叶 ｽﾀﾞ ｻﾔｶ 中1
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 1848 外山　優香 ﾄﾔﾏ ﾕｳｶ 高2

1849 小平　　杏 ｺﾋﾗ ｱﾝ 高1
1847 渡辺　佳菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 高2

8 あかやまＳＳ 228 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 高1
ｱｶﾔﾏSS 高校 225 秋元　理沙 ｱｷﾓﾄ ﾘｻ 高3

226 菅谷　奈帆 ｽｶﾞﾔ ﾅﾎ 高2
227 稲垣　　優 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｲ 高2
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茨  城
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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.219 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:50.28
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 太成学院大高 2605 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 高2

ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2603 梶田　美宇 ｶｼﾞﾀ ﾐｳ 高2
2599 城間　小桃 ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ 高3
2598 鵜飼　雪菜 ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ 高3

2 コナミ北浦和 513 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高2
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 514 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高1

512 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高2
515 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 高1

3 ATSC.YW 1795 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 高3
ATSC.YW 高校 1797 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 高2

1799 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高1
1798 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 高2

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1768 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 中3
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1767 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 高1

1769 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 中3
1766 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 高2

5 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 890 茂木　京香 ﾓｷﾞ ｷｮｳｶ 高1
ﾙ･ﾁｮｳｼ 高校 891 鈴木菜々花 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 高1

892 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 高1
889 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 高3

6 八幡浜ＳＣ 3254 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 中3
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 中学 3256 東　みずき ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 中3

3255 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 中3
3257 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 中2

7 イトマン港北 1828 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 中3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1830 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 中3

1831 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 中3
1826 大塚妃呂子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 高3

8 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 881 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 高1
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 879 高梨　汐音 ﾀｶﾅｼ ｼｵﾈ 高3

880 真如　優菜 ｼﾝﾆｮ ﾕﾅ 高2
882 乙川　彩花 ｵﾄｶﾞﾜ ｻﾔｶ 中1
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愛  媛

神奈川
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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.219 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:50.28
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ｽｳｨﾝ南越谷 701 武田　彩佑 ﾀｹﾀﾞ ｱﾕ 高1

SWﾅﾝｺｼ 700 一戸　真央 ｲﾁﾉﾍ ﾏｵ 高2
702 荻原　　唯 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｲ 中3
703 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 中3

2 藤村ＳＳ 1133 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 高2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 1136 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高1

1137 山﨑　千楠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ 高1
1134 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 高2

3 コナミ西宮 2947 中西　香瑠 ﾅｶﾆｼ ｶｵﾙ 高3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2953 北口沙央梨 ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ 中3

2951 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高1
2950 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高2

4 豊川高 2374 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2373 澤邊みのり ｻﾜﾍﾞ ﾐﾉﾘ 高2

2376 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 高2
2380 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高1

5 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 851 米田　玲央 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾏｵ 高2
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 高校 853 伊奈　美羽 ｲﾅ ﾐｳ 高1

852 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 高1
848 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高2

6 三菱養和ＳＳ 1180 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 1183 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 高1

1184 小野真里会 ｵﾉ ﾏﾘｴ 高1
1186 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 中1

7 浜名湖ＳＳ 2149 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 中1
ﾊﾏﾅｺSS 2146 水野　美鈴 ﾐｽﾞﾉ ﾐｽｽﾞ 高1

2147 城井　貴布 ｼﾛｲ ｷﾎ 中3
2145 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 高3

8 イトマン京都 2557 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高1
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 2556 田村　蒼生 ﾀﾑﾗ ｱｵｲ 高2

2558 山岸　真尋 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾋﾛ 中3
2555 田中さつき ﾀﾅｶ ｻﾂｷ 高2
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