
第36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     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.153 女子    400m   リレー   予選   5組
ＣＳ                大会記録  3:41.57

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1500 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 高2
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 高校 1501 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 高2

1502 和田英理加 ﾜﾀﾞ ｴﾘｶ 高2
1503 佐藤　彩乃 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 高2

3 愛み大瑞穂高 2312 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 高3
MIZUHO 高校 2309 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高3

2313 寺本　瑠美 ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ 高2
2310 松林　美玖 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 高3

4 マリン西新井 1335 佐藤　七菜 ｻﾄｳ ﾅﾅ 高2
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 1336 小林茉悠加 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｶ 中3

1333 長崎　　優 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳ 高2
1334 濱塚　杏珠 ﾊﾏﾂﾞｶ ｱﾝｼﾞｭ 高2

5 コナミ向日町 2668 山田　麻矢 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾔ 高1
ｺﾅﾐﾑｺｳﾏﾁ 高校 2665 吉岡　琴乃 ﾖｼｵｶ ｺﾄﾉ 高3

2666 茶園　亜美 ﾁｬｴﾝ ｱﾐ 高1
2667 川﨑　　碧 ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 高1

6 鶴岡ＳＣ 197 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 高2
ﾂﾙｵｶSC 198 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 高2

200 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 中3
196 齋藤　綾香 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ 高2

7

8
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第36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     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.153 女子    400m   リレー   予選   5組
ＣＳ                大会記録  3:41.57

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 柏　　洋 882 松田　千怜 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻﾄ 中3

ﾊｸﾖｳｽｲﾏｰ 中学 880 榎本　七海 ｴﾉﾓﾄ ﾅﾅﾐ 中3
881 中島　華穂 ﾅｶｼﾏ ｶﾎ 中3
879 寒河江奈央 ｻｶﾞｴ ﾅｵ 中3

2 中京大中京高 2341 高瀬　　響 ﾀｶｾ ﾋﾋﾞｷ 高1
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 2339 冨田　真由 ﾄﾐﾀﾞ ﾏﾕ 高2

2342 石川　未央 ｲｼｶﾜ ﾐｵ 高1
2340 水野　真駒 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ 高2

3 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1005 須嵜　仁美 ｽｻｷ ﾋﾄﾐ 高1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 高校 1003 佐藤　佳奈 ｻﾄｳ ｶﾅ 高2

1002 森川　知華 ﾓﾘｶﾜ ﾁｶ 高2
1001 大塚　舞衣 ｵｵﾂｶ ﾏｲ 高3

4 ＪＳＳ八王子 1530 服部　友香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1532 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 高1

1533 堀内　　愛 ﾎﾘｳﾁ ｱｲ 高1
1531 小野寺優実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐ 高2

5 ＫＳＧ柳川 3474 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 高2
KSGﾔﾅｶﾞﾜ 高校 3476 藤生　結衣 ﾌｼﾞｵ ﾕｲ 高2

3477 柳　あかね ﾔﾅｷﾞ ｱｶﾈ 高1
3475 澁谷　茉希 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾏｷ 高2

6 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1307 黒岩　美緒 ｸﾛｲﾜ ﾐｵ 高2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 1308 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 高1

1306 勝治　菜々 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅ 高2
1305 片岡　真菜 ｶﾀｵｶ ﾏﾅ 高3

7 スウィン館林 395 斎藤みのり ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 中3
SWﾀﾃﾊﾞﾔｼ 392 斎藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 高2

393 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 高1
394 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 中3

8 ｽｳｨﾝ宇都宮 348 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 高1
SWｳﾂﾉﾐﾔ 350 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 中3

347 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高1
349 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 高1
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スタートリスト

競技No.153 女子    400m   リレー   予選   5組
ＣＳ                大会記録  3:41.57

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 京都外大西高 2620 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 高3

KGN 高校 2622 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 高2
2621 津下紗悠子 ﾂｹﾞ ｻﾕｺ 高2
2624 加藤　優希 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 高1

2 御幸ヶ原ＳＳ 337 松井　　悠 ﾏﾂｲ ﾕｳ 中3
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 334 菊池　優奈 ｷｸﾁ ﾕｳﾅ 高3

336 橋本　　葵 ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 高1
335 薄井　結花 ｳｽｲ ﾕｶ 高2

3 神奈中ＳＳ 1734 眞野恵里奈 ﾏﾉ ｴﾘﾅ 高3
ｶﾅﾁｭｳSS 1735 後藤　里織 ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ 高2

1736 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1
1737 新井　千夏 ｱﾗｲ ﾁﾅﾂ 中3

4 イ ト マ ン 2761 石井　綺音 ｲｼｲ ｱﾔﾈ 中3
ｲﾄﾏﾝ 2755 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 高3

2758 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 高1
2763 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 中3

5 ジャパン丸亀 3307 大西　迪瑠 ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ 高2
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 3308 梶　明日香 ｶｼﾞ ｱｽｶ 高1

3306 真鍋　文那 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 高2
3309 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 中2

6 アクシー東 2067 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 高1
ｱｸｼｰﾋｶﾞｼ 2066 熊谷　美穂 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾎ 高3

2068 西山　晴香 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ 中3
2069 金子菜津希 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 中3

7 トピレック 1165 辻内　佳穂 ﾂｼﾞｳﾁ ｶﾎ 中2
ﾄﾋﾟﾚｯｸ 1164 落合陽奈子 ｵﾁｱｲ ﾋﾅｺ 高1

1161 望月　鈴夏 ﾓﾁﾂﾞｷ ｽｽﾞｶ 高3
1163 辻内　彩野 ﾂｼﾞｳﾁ ｱﾔﾉ 高2

8 マリン舎人 1589 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 高1
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 高校 1591 片山　友希 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 高1

1592 松岡　里佳 ﾏﾂｵｶ ﾘｶ 高1
1588 布施谷結花 ﾌｾﾔ ﾕｶ 高2
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第36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     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.153 女子    400m   リレー   予選   5組
ＣＳ                大会記録  3:41.57

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 NECGSC溝の口 1962 西尾奈那子 ﾆｼｵ ﾅﾅｺ 高3

NECGSC M 高校 1968 伊賀崎ひかる ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ 高1
1963 杉本千智友 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｻﾄ 高3
1967 川畑　志保 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ 高1

2 枚方ＳＳ 2862 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 高2
ﾋﾗｶﾀSS 2864 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 高1

2865 大野奈津子 ｵｵﾉ ﾅﾂｺ 高1
2867 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 中1

3 SW大教いわき 235 小松　桃子 ｺﾏﾂ ﾓﾓｺ 高3
SWｲﾜｷ 238 伊藤　理智 ｲﾄｳ ﾘｻﾄ 中1

237 伊藤　朱理 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 高1
236 髙木　淑礼 ﾀｶｷﾞ ｽﾐﾚ 高1

4 豊川高 2498 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2494 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 高2

2497 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 高1
2495 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 高2

5 コナミ西宮 2999 結城　千晴 ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ 中3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2996 中尾奈津希 ﾅｶｵ ﾅﾂｷ 高3

2998 轟　明日香 ﾄﾄﾞﾛｷ ｱｽｶ 高1
2997 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 高1

6 イトマン港北 1919 石川　真由 ｲｼｶﾜ ﾏﾕ 高3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1921 大塚妃呂子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 中3

1922 佐藤　美雨 ｻﾄｳ ﾐｳ 中1
1920 佐藤　希実 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 高1

7 ﾛﾝﾄﾞ東村山 1297 常盤　怜以 ﾄｷﾜ ﾚｲ 中3
ﾛﾝﾄﾞHGM 1298 田中悠紀子 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 中3

1299 伊藤　杏夏 ｲﾄｳ ｷｮｳｶ 中1
1296 梶井　夏葉 ｶｼﾞｲ ﾅﾂﾊ 高2

8 太成学院大高 2719 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2717 藤田紗矢香 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ 高2

2715 石井　晴奈 ｲｼｲ ﾊﾙﾅ 高2
2716 神山紗也加 ｶﾐﾔﾏ ｻﾔｶ 高2
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第36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     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.153 女子    400m   リレー   予選   5組
ＣＳ                大会記録  3:41.57

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 須磨学園高校 2946 坂井　友紀 ｻｶｲ ﾕｷ 高3

ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2952 濱中　　雪 ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ 高1
2949 谷川　　夢 ﾀﾆｶﾜ ﾕﾒ 高1
2948 芳田　麻緒 ﾖｼﾀﾞ ﾏｵ 高2

2 スウィン大宮 460 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 高2
SWｵｵﾐﾔ 高校 463 志賀珠理奈 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 高2

461 杉本　　楓 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 高2
459 齋藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 高3

3 日大藤沢 1652 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 1654 井上　　碧 ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 高1

1653 和泉　　唯 ｲｽﾞﾐ ﾕｲ 高3
1656 石川　朋実 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 高1

4 スウィン大教 609 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 高1
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 608 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 高1

607 浅見　　瞳 ｱｻﾐ ﾋﾄﾐ 高2
610 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 高1

5 N　S　I 2877 山本　映実 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ 高3
NSI 高校 2876 山﨑　加菜 ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 高3

2879 川崎　実鈴 ｶﾜｻｷ ﾐｽｽﾞ 高1
2878 橋本　颯子 ﾊｼﾓﾄ ｻﾂｺ 高2

6 Nalu Aquatic 850 星野　沙歩 ﾎｼﾉ ｻﾎ 高1
NaluAC 847 小川　朱音 ｵｶﾞﾜ ｱｶﾈ 高2

848 林　瑛里香 ﾊﾔｼ ｴﾘｶ 高2
852 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 中3

7 塚口ＳＳ 2962 内藤　　好 ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ 中3
ﾂｶｸﾞﾁSS 2960 栫　なるみ ｶｺｲ ﾅﾙﾐ 中3

2961 小宮　紅葉 ｺﾐﾔ ｱｷ 中3
2959 川上　笑佳 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｶ 高1

8 京都踏水会 2654 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 高2
ﾄｳｽｲｶｲ 2653 熊本　真季 ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ 高3

2657 武田つむぎ ﾀｹﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 中3
2656 宮本のどか ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 高1
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