
第３８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   フリーリレー   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

2

3 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 676 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 高2
ﾙ･ﾁｮｳｼ 679 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 中3

677 茂木　京香 ﾓｷﾞ ｷｮｳｶ 中3
678 鈴木菜々花 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 中3

4 ＦーＢＩＧ 215 笹原世玲菜 ｻｻﾊﾗ ｾﾚﾅ 中3
F-BIG 中学 217 行方　悠莉 ﾅﾒｶﾀ ﾕｳﾘ 中2

218 行方　美祐 ﾅﾒｶﾀ ﾐﾕｳ 中2
216 近澤　卯菜 ﾁｶｻﾞﾜ ｳﾅ 中2

5 日大山形高校 129 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 128 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 高2

126 古林　毬菜 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 高3
127 矢萩　　晴 ﾔﾊｷﾞ ﾊﾙ 高2

6

7

8

9
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2組
0 ATSC.YW 1395 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高2

ATSC.YW 1396 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 高2
1398 浅野　風香 ｱｻﾉ ﾌｳｶ 中3
1397 堀田明日香 ﾎﾘﾀ ｱｽｶ 高1

1 スウィン高崎 296 末廣　美月 ｽｴﾋﾛ ﾐｽﾞｷ 中3
SWﾀｶｻｷ 中学 299 秋谷　里実 ｱｷﾔ ｻﾄﾐ 中3

297 樋口　瑠音 ﾋｸﾞﾁ ﾙﾈ 中3
298 清水　沙綾 ｼﾐｽﾞ ｻｱﾔ 中3

2 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1368 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 高1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 高校 1366 清田　朱音 ｷﾖﾀ ｱｶﾈ 高2

1367 田邊　成美 ﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ 高2
1365 田村　実花 ﾀﾑﾗ ﾐｶ 高3

3 ヤクルト東 58 盛　　音葉 ﾓﾘ ｵﾄﾊ 高1
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 60 阿部なつき ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 中2

57 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 高2
56 相馬　あい ｿｳﾏ ｱｲ 高3

4 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 658 梅澤　麻友 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾕ 高1
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 660 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 中3

657 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 高1
656 飯沼　歩里 ｲｲﾇﾏ ﾎﾉﾘ 高2

5 コナミ西宮 2322 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高1
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2321 笠松　百佳 ｶｻﾏﾂ ﾓﾓｶ 高1

2320 中西　香瑠 ﾅｶﾆｼ ｶｵﾙ 高2
2319 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 高3

6 太陽教育ＳＣ 805 今野　瑠菜 ｺﾝﾉ ﾙﾅ 高3
T･K･S･C 高校 807 今田　薫乃 ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 高3

806 平野季実子 ﾋﾗﾉ ｷﾐｺ 高3
808 ハウス英未莉 ﾊｳｽ ｴﾐﾘ 高2

7 三菱養和ＳＳ 954 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 956 増田　舞紗 ﾏｽﾀﾞ ﾏｲｼｬ 高2

958 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 中3
955 志村　美樹 ｼﾑﾗ ﾐｷ 高2

8 京都外大西高 1976 北田　　優 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 高3
KGN 高校 1975 中川　麻子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ 高3

1973 宮本のどか ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 高3
1977 山田　麻矢 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾔ 高3

9 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 999 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 997 亀井　真愛 ｶﾒｲ ﾏｲ 高2

996 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 高3
998 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 高1
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3組
0 愛み大瑞穂高 1685 小久保紗由佳 ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ 高3

MIZUHO 高校 1687 小﨑　絵莉 ｺｻﾞｷ ｴﾘ 高2
1684 南谷　彩香 ﾅﾝﾔ ｱﾔｶ 高3
1686 市川　瑛美 ｲﾁｶﾜ ｴﾐ 高3

1 フィッツ竜王 1477 藤本江里香 ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾘｶ 高2
ﾌｨｯﾂﾘｭｳ 高校 1478 齊藤　千遥 ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 高2

1475 小西　麻友 ｺﾆｼ ﾏﾕ 高3
1476 佐野　愛莉 ｻﾉ ｱｲﾘ 高3

2 ＪＳＳ八王子 1164 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 1165 堀内　　愛 ﾎﾘｳﾁ ｱｲ 高3

1171 石田　瑠海 ｲｼﾀﾞ ﾙｶ 中1
1167 木谷りのか ｷﾔ ﾘﾉｶ 高1

3 豊川高 1881 澤邊みのり ｻﾜﾍﾞ ﾐﾉﾘ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1875 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 高3

1884 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 高1
1874 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 高3

4 ｽｳｨﾝ宇都宮 236 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 高3
SWｳﾂﾉﾐﾔ 高校 238 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 高2

235 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高3
237 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 高3

5 とこはＳＳ 1631 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 高2
ﾄｺﾊSS 1633 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 中3

1629 松澤　由衣 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲ 高3
1632 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 高1

6 マリン舎人 1185 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 高3
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 高校 1187 松岡　里佳 ﾏﾂｵｶ ﾘｶ 高3

1188 押田　華澄 ｵｼﾀﾞ ｶｽﾐ 高2
1186 片山　友希 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 高3

7 スウィン東光 409 大久保侑央 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ 高3
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 410 小宮　伊織 ｺﾐﾔ ｲｵﾘ 高1

411 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 高1
412 林　　佳奈 ﾊﾔｼ ｶﾅ 中3

8 太成学院大高 2050 城間　小桃 ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2053 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高1

2049 鵜飼　雪菜 ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ 高2
2051 前河原美咲 ﾏｴｶﾞﾜﾗ ﾐｻｷ 高1

9 金沢ＳＣ西泉 1571 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 高1
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 1570 菅野　祐萌 ｽｶﾞﾉ ﾕﾎ 高1

1572 舘　　柚希 ﾀﾁ ﾕｽﾞｷ 中3
1569 濱口　真子 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｺ 高3
Page: 3/4 Printing: 2015/08/24 10:03:19

大  阪

石  川

加　盟

東  京

愛  知

栃  木

静  岡

東  京

埼  玉

愛  知

山  梨



第３８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   フリーリレー   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

4組
0 日本文理 1493 金子美紗希 ｶﾈｺ ﾐｻｷ 高2

ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 1495 島津　遥香 ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙｶ 高1
1494 金子菜津希 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 高2
1492 棚辺　　南 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高3

1 神奈中ＳＳ 1265 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 中3
ｶﾅﾁｭｳSS 中学 1268 赤津　麗沙 ｱｶﾂ ﾘｻ 中3

1267 山﨑　友萌 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾒﾐ 中3
1266 柴田愛梨奈 ｼﾊﾞﾀ ｴﾘﾅ 中3

2 Nalu Aquatic 623 青木舞利奈 ｱｵｷ ﾏﾘﾅ 高3
NaluAC 高校 626 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 高2

624 星野　沙歩 ﾎｼﾉ ｻﾎ 高3
625 高山　紗枝 ﾀｶﾔﾏ ｻｴ 高2

3 イ ト マ ン 2090 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2092 石井　綺音 ｲｼｲ ｱﾔﾈ 高2

2094 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高2
2093 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 高2

4 スウィン大教 440 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 高3
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 443 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 高1

438 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 高3
441 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 高3

5 関大北陽 2030 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2029 山田　　梓 ﾔﾏﾀﾞ ｱｽﾞｻ 高3

2032 山口　倫羽 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾊ 高1
2031 仮屋　陽菜 ｶﾘﾔ ﾋﾅ 高2

6 ロンド東村山 978 常盤　怜以 ﾄｷﾜ ﾚｲ 高2
ﾛﾝﾄﾞHGM 977 武岡　瀬奈 ﾀｹｵｶ ｾﾅ 高2

980 伊藤　杏夏 ｲﾄｳ ｷｮｳｶ 中3
979 田中悠紀子 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 高2

7 ﾙﾈｻﾝｽ経堂 933 西田　彩乃 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 高1
ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ 高校 931 清水　美沙 ｼﾐｽﾞ ﾐｻ 高3

932 山田友菜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ 高2
930 小島日佳里 ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾘ 高3

8 須磨学園高校 2283 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2284 石川　穂波 ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ 高3

2287 岡　真衣香 ｵｶ ﾏｲｶ 高1
2285 濱中　　雪 ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ 高3

9 コナミ北浦和 389 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 中3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 386 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高1

387 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高1
384 小川　真侑 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ 高3
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