
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.217 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:55.73
ＣＳ                大会記録  4:09.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 ＡＵＳ 3013 S.Calypso S.Calypso
AUS 3011 B.Ella B.Ella

3010 B.Meg B.Meg
3012 H.Abbey H.Abbey

4 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1196 國澤明日香 ｸﾆｻﾜ ｱｽｶ 高3
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 1202 三田　有希 ﾐﾀ ﾕｳｷ 中2

1198 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 高2
1197 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 高2

5 中京大中京高 1870 後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ 高3
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 1873 渡辺ひより ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 高2

1872 早田　　愛 ﾊﾔﾀ ｱｲ 高2
1871 冨田　真由 ﾄﾐﾀﾞ ﾏﾕ 高2

6

7

8

9
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学校

2組
0

1 城南静岡 1769 大石　優奈 ｵｵｲｼ ﾕｳﾅ 高3
Jｼｽﾞｵｶ 高校 1768 岩石　花菜 ｲﾜｲｼ ｶﾅ 高3

1771 眞田　幸奈 ｻﾅﾀﾞ ﾕｷﾅ 高1
1770 前島　直子 ﾏｴｼﾞﾏ ﾅｵｺ 高2

2 椙山女学園高 1851 長崎　千夏 ﾅｶﾞｻｷ ﾁﾅﾂ 高1
ｽｷﾞﾔﾏ 高校 1850 片野絵美香 ｶﾀﾉ ｴﾐｶ 高2

1849 小島　里野 ｺｼﾞﾏ ﾘﾉ 高2
1848 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 高2

3 天理高校 2524 岸部　　暉 ｷｼﾍﾞ ｱｷﾗ 高1
ﾃﾝﾘｺｳｺｳ 高校 2521 橋本　智美 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 高3

2523 植田　寿乃 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ 高2
2522 松本恵理子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｺ 高2

4 豊川高 2016 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2018 山田　千尋 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 高2

2015 富田奈緒美 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾐ 高3
2020 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 高1

5 長岡大手 1649 諸橋佳帆子 ﾓﾛﾊｼ ｶﾎｺ 高3
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 1650 浅野　恵未 ｱｻﾉ ｴﾐ 高3

1652 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 高1
1651 難波　若那 ﾅﾝﾊﾞ ﾜｶﾅ 高2

6 NECGSC溝の口 1584 伊賀崎ひかる ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ 高1
NECGSC M 高校 1582 池　　言乃 ｲｹ ｺﾄﾉ 高2

1580 稲畑　杏子 ｲﾅﾊﾀ ｷｮｳｺ 高3
1576 西尾奈那子 ﾆｼｵ ﾅﾅｺ 高3

7 ｽｳｨﾝあざみ 338 朝倉　優希 ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ 高2
SWｱｻﾞﾐ 340 中村　優花 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 中3

341 加藤　紫世 ｶﾄｳ ｼﾉ 中2
339 武田　菜月 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1

8 関大北陽 2171 仲野　優女 ﾅｶﾉ ﾕﾒ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2172 久保田未来 ｸﾎﾞﾀ ﾐｸ 高1

2174 山田　　梓 ﾔﾏﾀﾞ ｱｽﾞｻ 高1
2173 轟　明日香 ﾄﾄﾞﾛｷ ｱｽｶ 高1

9
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3組
0 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

1 ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 1465 井上　愛梨 ｲﾉｳｴ ﾏﾘ 高1
ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 高校 1463 竹内　瑠奈 ﾀｹｳﾁ ﾙﾅ 高2

1462 山田　千裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 高3
1464 澁谷　朝美 ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾐ 高1

2 ジャパン観 2691 秋山ゆうこ ｱｷﾔﾏ ﾕｳｺ 高2
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 高校 2692 宮崎　亜美 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ 高2

2690 筒井　真彩 ﾂﾂｲ ﾏｱﾔ 高2
2693 白川　有紗 ｼﾗｶﾜ ｱﾘｻ 高2

3 ｽｳｨﾝ伊勢崎 320 松村美弥妃 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 中3
SWｲｾｻｷ 319 大和田明日楓 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 高1

316 髙橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高3
314 富井　千陽 ﾄﾐｲ ﾁﾊﾙ 高3

4 スウィン大教 537 浅見　　瞳 ｱｻﾐ ﾋﾄﾐ 高2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 542 末　　陽香 ｽｴ ﾊﾙｶ 高1

538 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 高1
539 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 高1

5 枚方ＳＳ 2330 大野奈津子 ｵｵﾉ ﾅﾂｺ 高1
ﾋﾗｶﾀSS 2331 吉岡　千尋 ﾖｼｵｶ ﾁﾋﾛ 中3

2326 末吉　　萌 ｽｴﾖｼ ﾓｴ 高2
2327 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 高2

6 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 681 野島　知花 ﾉｼﾞﾏ ﾁｶ 高2
ｾ･ｳﾗﾔｽ 682 中島亜沙姫 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｻﾋ 高2

683 大音　瑞季 ｵｵﾄ ﾐｽﾞｷ 中3
680 疋田　真鈴 ﾋｷﾀ ﾏﾘﾝ 高2

7 とこはＳＳ 1794 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 中3
ﾄｺﾊSS 1793 齊藤　千織 ｻｲﾄｳ ﾁｵﾘ 高1

1792 松澤　由衣 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲ 高1
1796 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 中1

8 ジャパン丸亀 2687 村上　絢美 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾐ 高1
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 2685 大西　迪瑠 ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ 高2

2686 梶　明日香 ｶｼﾞ ｱｽｶ 高1
2688 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 中2

9 京都外大西高 2120 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 高2
KGN 高校 2117 松井　恵子 ﾏﾂｲ ｹｲｺ 高3

2118 熊本　真季 ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ 高3
2119 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 高2
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4組
0 ＳＡ石巻 111 河野　優美 ｶﾜﾉ ﾕｳﾐ 中3

SAｲｼﾉﾏｷ 中学 110 田邊　綺音 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾈ 中3
112 佐々木千尋 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 中3
109 菅原　笑華 ｽｶﾞﾜﾗ ｴﾐｶ 中3

1 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1086 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 高1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1083 萩原　理沙 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｻ 高3

1085 黒岩　美緒 ｸﾛｲﾜ ﾐｵ 高2
1087 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 中1

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

773 真如　美優 ｼﾝﾆｮ ﾐﾕ 高2
774 宇佐見　渚 ｳｻﾐ ﾅｷﾞｻ 高1

3 ＪＳＳ八王子 1218 鷲尾理沙子 ﾜｼｵ ﾘｻｺ 高1
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1215 服部　友香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ 高3

1214 塩谷　　綸 ｼｵﾔ ﾘﾝ 高3
1217 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 高1

4 愛み大瑞穂高 1840 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高3
MIZUHO 高校 1842 大内　優季 ｵｵｳﾁ ﾕｳｷ 高3

1845 平岩　桃夏 ﾋﾗｲﾜ ﾓﾓｶ 高2
1844 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 高3

5 鶴岡ＳＣ 140 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 高2
ﾂﾙｵｶSC 高校 141 渡部　愛咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高1

137 馬場　　茜 ﾊﾞﾊﾞ ｱｶﾈ 高3
139 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 高2

6 南光ＳＳ 1183 片塩　陽里 ｶﾀｼｵ ｱｶﾘ 中2
ﾅﾝｺｳSS 1181 三浦　奈波 ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ 高3

1184 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 中2
1185 今泉　志保 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾎ 中2

7 TOIN GAKUEN 1594 大野みのり ｵｵﾉ ﾐﾉﾘ 高1
TOIN 高校 1593 松本　　萌 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ 高2

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

8 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 2551 青木　琴子 ｱｵｷ ｺﾄｺ 高1
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 高校 2550 楢﨑　瑠美 ﾅﾗｻｷ ﾙﾐ 高2

2548 五島　夏希 ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｷ 高3
2549 重　香菜子 ｼｹﾞ ｶﾅｺ 高2

9 ｲﾄﾏﾝ東伏見 846 山田　莉子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 841 大塚　舞衣 ｵｵﾂｶ ﾏｲ 高3

845 高山　文香 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 中2
844 須嵜　仁美 ｽｻｷ ﾋﾄﾐ 高1
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5組
0 Nalu Aquatic 713 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 中3

NaluAC 710 小川　朱音 ｵｶﾞﾜ ｱｶﾈ 高2
709 阿部花菜絵 ｱﾍﾞ ｶﾅｴ 高3
711 林　瑛里香 ﾊﾔｼ ｴﾘｶ 高2

1 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1434 水田　舞羽 ﾐｽﾞﾀ ﾏｲﾊ 中3
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 1432 相澤　七実 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 高3

1437 山川　樹里 ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｭﾘ 中1
1433 五十嵐那朋 ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾎ 高2

2 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1268 吉田真希子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ 中3
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 1270 斎藤　千紘 ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 中1

1266 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ 高1
1267 新倉みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 高1

3 柏洋・柏 729 澤田　晴佳 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙｶ 高2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 高校 730 下山　夏帆 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ 高2

727 大江菜津子 ｵｵｴ ﾅﾂｺ 高3
731 海老澤美月 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 高2

4 ｽｳｨﾝ宇都宮 282 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高1
SWｳﾂﾉﾐﾔ 高校 281 松原つかさ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｶｻ 高3

283 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 高1
284 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 高1

5 イ ト マ ン 2233 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 高1
ｲﾄﾏﾝ 2230 湯尻　和佳 ﾕｼﾞﾘ ﾜｶ 高2

2235 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 中3
2229 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 高3

6 神奈中ＳＳ 1372 後藤　里織 ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ 高2
ｶﾅﾁｭｳSS 高校 1373 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1

1371 西　　郁江 ﾆｼ ｲｸｴ 高3
1370 眞野恵里奈 ﾏﾉ ｴﾘﾅ 高3

7 ﾙﾈｻﾝｽ土気 701 渡辺　涼葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ 高2
ﾙ･ﾄｹ 703 幸　美奈実 ｺｳ ﾐﾅﾐ 高1

702 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 高2
704 仲田　芽生 ﾅｶﾀ ﾒﾊﾞｴ 中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 2189 小賀　千愛 ｺｶﾞ ﾁｱｷ 高2

2187 神山紗也加 ｶﾐﾔﾏ ｻﾔｶ 高2
2190 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 高2

9 スウィン熊谷 426 大西　彩夏 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 中3
SWｸﾏｶﾞﾔ 424 温品　　和 ﾇｸｼﾅ ﾉﾄﾞｶ 高1

425 内田　美咲 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 高1
423 新井　夏実 ｱﾗｲ ﾅﾂﾐ 高1
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