
第36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     
                                                  
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.116 女子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:37.90
ＣＳ                大会記録  3:47.95

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 N　S　I 2345 山﨑　加菜 ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 高3
NSI 高校 2346 山本　映実 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ 高3

2348 川崎　実鈴 ｶﾜｻｷ ﾐｽｽﾞ 高1
2347 橋本　颯子 ﾊｼﾓﾄ ｻﾂｺ 高2

2 中京大中京高 1874 高瀬　　響 ﾀｶｾ ﾋﾋﾞｷ 高1
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 1871 冨田　真由 ﾄﾐﾀﾞ ﾏﾕ 高2

1875 石川　未央 ｲｼｶﾜ ﾐｵ 高1
1870 後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ 高3

3 須磨学園高校 2405 坂井　友紀 ｻｶｲ ﾕｷ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2406 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 高1

2407 石川　穂波 ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ 高1
2408 濱中　　雪 ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ 高1

4 市川高校 2400 生田　真結 ｲｸﾀ ﾏﾕ 高3
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2403 松本　茉与 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾖ 高2

2401 岡野　未来 ｵｶﾉ ﾐｸ 高2
2402 西田　咲月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂｷ 高2

5 コナミ西宮 2454 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 中2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2452 中尾奈津希 ﾅｶｵ ﾅﾂｷ 高3

2451 浦瀬　彩子 ｳﾗｾ ｱﾔｺ 高3
2453 武本　雅代 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾖ 高3

6 長岡大手 1652 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 高1
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 1648 風間　捺央 ｶｻﾞﾏ ﾅｵ 高3

1650 浅野　恵未 ｱｻﾉ ｴﾐ 高3
1651 難波　若那 ﾅﾝﾊﾞ ﾜｶﾅ 高2

7 岐阜ＳＳ 2066 武山　　茜 ﾀｹﾔﾏ ｱｶﾈ 高3
ｷﾞﾌSS 2069 斉尾　有彩 ｻｲｵ ｱﾘｻ 中3

2068 水谷　華奈 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ 高1
2067 中島万里花 ﾅｶｼﾏ ﾏﾘｶ 高3

8 ＡＵＳ 3010 B.Meg B.Meg
AUS 3011 B.Ella B.Ella

3013 S.Calypso S.Calypso
3012 H.Abbey H.Abbey

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 ＪＳＳ八王子 1215 服部　友香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ 高3

JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1217 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 高1
1214 塩谷　　綸 ｼｵﾔ ﾘﾝ 高3
1216 小野寺優実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐ 高2

1 TOIN GAKUEN 1590 秋元由莉恵 ｱｷﾓﾄ ﾕﾘｴ 高3
TOIN 高校 1589 堀江こゆき ﾎﾘｴ ｺﾕｷ 高3

1592 櫻井　実里 ｻｸﾗｲ ﾐﾉﾘ 高3
1591 清水　杏実 ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 高3

2 枚方ＳＳ 2327 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 高2
ﾋﾗｶﾀSS 2329 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 高1

2332 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 中1
2326 末吉　　萌 ｽｴﾖｼ ﾓｴ 高2

3 柏洋・柏 731 海老澤美月 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 高2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 734 大神詩央里 ｵｵｶﾞﾐ ｼｵﾘ 中3

726 寒河江　遥 ｻｶﾞｴ ﾊﾙｶ 高3
727 大江菜津子 ｵｵｴ ﾅﾂｺ 高3

4 スウィン大教 539 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 高1
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 538 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 高1

540 大村　菜乃 ｵｵﾑﾗ ﾅﾉ 高1
541 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 高1

5 Nalu Aquatic 710 小川　朱音 ｵｶﾞﾜ ｱｶﾈ 高2
NaluAC 711 林　瑛里香 ﾊﾔｼ ｴﾘｶ 高2

712 高山　紗枝 ﾀｶﾔﾏ ｻｴ 中3
713 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 中3

6 神奈中ＳＳ 1370 眞野恵里奈 ﾏﾉ ｴﾘﾅ 高3
ｶﾅﾁｭｳSS 1372 後藤　里織 ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ 高2

1373 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1
1374 新井　千夏 ｱﾗｲ ﾁﾅﾂ 中3

7 東京ＳＣ 944 槙尾　　栞 ﾏｷｵ ｼｵﾘ 高2
ﾄｳｷｮｳSC 高校 943 南　　　綾 ﾐﾅﾐ ｱﾔ 高2

941 小宮　早稀 ｺﾐﾔ ｻｷ 高3
942 上田　桜子 ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｺ 高3

8 豊川高 2020 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2016 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 高2

2019 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 高1
2017 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 高2

9 ｽｳｨﾝ宇都宮 284 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 高1
SWｳﾂﾉﾐﾔ 285 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 中3

283 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 高1
282 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 コナミ北浦和 465 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中2

ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 462 笹澤　　桜 ｻｻｻﾞﾜ ｻｸﾗ 高3
461 長谷川麻菜 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅ 高3
463 小川　真侑 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ 高1

1 フィッツ竜王 1613 岩本　紗季 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 高2
ﾌｨｯﾂﾘｭｳ 1615 藤本江里香 ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾘｶ 中3

1614 佐野　愛莉 ｻﾉ ｱｲﾘ 高1
1612 小俣麻有里 ｵﾏﾀ ﾏﾕﾘ 高3

2 マリン舎人 1244 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 高1
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 高校 1245 片山　友希 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 高1

1246 松岡　里佳 ﾏﾂｵｶ ﾘｶ 高1
1243 布施谷結花 ﾌｾﾔ ﾕｶ 高2

3 鶴岡ＳＣ 142 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 中3
ﾂﾙｵｶSC 139 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 高2

140 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 高2
138 齋藤　綾香 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ 高2

4 愛み大瑞穂高 1844 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 高3
MIZUHO 高校 1840 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高3

1842 大内　優季 ｵｵｳﾁ ﾕｳｷ 高3
1841 松林　美玖 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 高3

5 NECGSC溝の口 1576 西尾奈那子 ﾆｼｵ ﾅﾅｺ 高3
NECGSC M 高校 1584 伊賀崎ひかる ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ 高1

1577 杉本千智友 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｻﾄ 高3
1583 川畑　志保 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ 高1

6 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 761 飯沼　歩里 ｲｲﾇﾏ ﾎﾉﾘ 中3
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 759 小保方咲帆 ｵﾎﾞｶﾀ ｻｷﾎ 高1

762 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 中2
760 萩原　菜奈 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅﾅ 高1

7 ｲﾄﾏﾝ東伏見 844 須嵜　仁美 ｽｻｷ ﾋﾄﾐ 高1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 高校 843 髙木　桃子 ﾀｶｷ ﾓﾓｺ 高1

842 森川　知華 ﾓﾘｶﾜ ﾁｶ 高2
841 大塚　舞衣 ｵｵﾂｶ ﾏｲ 高3

8 太成学院大高 2188 藤田紗矢香 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2190 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 高2

2186 石井　晴奈 ｲｼｲ ﾊﾙﾅ 高2
2187 神山紗也加 ｶﾐﾔﾏ ｻﾔｶ 高2

9 スウィン大宮 405 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 高2
SWｵｵﾐﾔ 高校 406 杉本　　楓 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 高2

404 齋藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 高3
407 村上　瑠来 ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 ｽｳｨﾝ伊勢崎 316 髙橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高3

SWｲｾｻｷ 325 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 中1
317 安藤　奈海 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 高3
314 富井　千陽 ﾄﾐｲ ﾁﾊﾙ 高3

1 豊橋ＳＳ 1936 安藤　真帆 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾎ 高3
ﾄﾖﾊｼSS 1937 中西　美樹 ﾅｶﾆｼ ﾐｷ 中3

1935 鵜沼　彩乃 ｳﾇﾏ ｱﾔﾉ 高3
1938 野呂　優花 ﾉﾛ ﾕｳｶ 中2

2 金沢ＳＣ西泉 1737 濱口　真子 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｺ 高1
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 1738 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 中2

1735 山本　　恵 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 高3
1736 柿沼　穂垂 ｶｷﾇﾏ ﾎﾀﾙ 高2

3 京都外大西高 2120 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 高2
KGN 高校 2116 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 高3

2123 山田　麻矢 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾔ 高1
2119 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 高2

4 イ ト マ ン 2232 品田木乃葉 ｼﾅﾀﾞ ｺﾉﾊ 高2
ｲﾄﾏﾝ 2233 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 高1

2234 石井　綺音 ｲｼｲ ｱﾔﾈ 中3
2229 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 高3

5 コナミ林間 1327 井上　　碧 ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 高1
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 高校 1328 中島みなみ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 高1

1326 森田　紗矢 ﾓﾘﾀ ｻﾔ 高2
1325 細田　梨乃 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ 高3

6 御幸ヶ原ＳＳ 272 薄井　結花 ｳｽｲ ﾕｶ 高2
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 273 松井　　悠 ﾏﾂｲ ﾕｳ 中3

270 菊池　優奈 ｷｸﾁ ﾕｳﾅ 高3
271 田北　唯真 ﾀｷﾀ ﾕﾏ 高3

7 スウィン館林 332 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 中3
SWﾀﾃﾊﾞﾔｼ 333 斎藤みのり ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 中3

331 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 高1
330 笠原　　蘭 ｶｻﾊﾗ ﾗﾝ 高1

8 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 771 篠原　春奈 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾅ 高3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 高校 772 山本　知佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ 高2

774 宇佐見　渚 ｳｻﾐ ﾅｷﾞｻ 高1
770 髙谷　美結 ﾀｶﾀﾆ ﾐﾕ 高3

9 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1197 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 高2
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 高校 1198 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 高2

1199 和田英理加 ﾜﾀﾞ ｴﾘｶ 高2
1200 佐藤　彩乃 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 高2
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