
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.217 女子    400m   メドレーリレー   予選   3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 コナミ林間 1244 井上　　碧 ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 高3

ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 1246 外山　優香 ﾄﾔﾏ ﾕｳｶ 高1
1247 髙坂彩由実 ｺｳｻｶ ｱﾕﾐ 中2
1245 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 高1

1 京都外大西高 1978 今西　志帆 ｲﾏﾆｼ ｼﾎ 高2
KGN 高校 1972 石田　万結 ｲｼﾀﾞ ﾏﾕ 高3

1974 茶園　亜美 ﾁｬｴﾝ ｱﾐ 高3
1979 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 高2

2 豊川高 1875 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1876 齋藤　咲恵 ｻｲﾄｳ ｻｴ 高2

1878 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 高2
1874 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 高3

3 コナミ北浦和 391 志賀　美月 ｼｶﾞ ﾐﾂﾞｷ 中3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 385 守　萌々子 ﾓﾘ ﾓﾓｺ 高1

387 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高1
386 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高1

4 とこはＳＳ 1631 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 高2
ﾄｺﾊSS 1630 齊藤　千織 ｻｲﾄｳ ﾁｵﾘ 高3

1633 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 中3
1632 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 高1

5 三菱養和ＳＳ 954 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2 棄権
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 958 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 中3

957 岸　　歩実 ｷｼ ｱﾕﾐ 高1
956 増田　舞紗 ﾏｽﾀﾞ ﾏｲｼｬ 高2

6 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 669 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 中3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 667 高梨　汐音 ﾀｶﾅｼ ｼｵﾈ 高2

668 真如　優菜 ｼﾝﾆｮ ﾕﾅ 高1
666 宇佐見　渚 ｳｻﾐ ﾅｷﾞｻ 高3

7 関大北陽 2033 奥埜　咲楽 ｵｸﾉ ｻｸﾗ 高1
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2028 久保田未来 ｸﾎﾞﾀ ﾐｸ 高3

2029 山田　　梓 ﾔﾏﾀﾞ ｱｽﾞｻ 高3
2030 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 高2

8 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 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
1187 松岡　里佳 ﾏﾂｵｶ ﾘｶ 高3
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2組
0 ATSC.YW 1399 堀田奈々美 ﾎﾘﾀ ﾅﾅﾐ 中3

ATSC.YW 1398 浅野　風香 ｱｻﾉ ﾌｳｶ 中3
1396 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 高2
1395 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高2

1 椙山女学園高 1690 長崎　千夏 ﾅｶﾞｻｷ ﾁﾅﾂ 高3
SUGIYAMA 高校 1695 佐久間夏澄 ｻｸﾏ ｶｽﾐ 高1

1693 深谷　侑以 ﾌｶﾔ ﾕｲ 高1
1692 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 高2

2 Nalu Aquatic 626 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 高2
NaluAC 高校 625 高山　紗枝 ﾀｶﾔﾏ ｻｴ 高2

624 星野　沙歩 ﾎｼﾉ ｻﾎ 高3
623 青木舞利奈 ｱｵｷ ﾏﾘﾅ 高3

3 イ ト マ ン 2090 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2091 寺田　麻美 ﾃﾗﾀﾞ ｱｻﾐ 高3

2093 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 高2
2094 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 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 442 末　　陽香 ｽｴ ﾊﾙｶ 高3

438 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 高3
443 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 高1

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 996 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 高3
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 998 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 高1

1000 八木　美月 ﾔｷﾞ ﾐﾂｷ 中3
999 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高1

6 金町ＳＣ 774 田中　　蘭 ﾀﾅｶ ﾗﾝ 高3
ｶﾅﾏﾁSC 高校 775 前田　　彩 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔ 高2

778 徳永　美緒 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｵ 高1
777 伊藤　若菜 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 高1

7 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 677 茂木　京香 ﾓｷﾞ ｷｮｳｶ 中3
ﾙ･ﾁｮｳｼ 678 鈴木菜々花 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 中3

679 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 中3
676 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 高2

8 神奈中ＳＳ 1267 山﨑　友萌 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾒﾐ 中3
ｶﾅﾁｭｳSS 1264 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高3

1266 柴田愛梨奈 ｼﾊﾞﾀ ｴﾘﾅ 中3
1265 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 中3
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3組
0 日大山形高校 128 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 高2

ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 126 古林　毬菜 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 高3
129 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 高1
127 矢萩　　晴 ﾔﾊｷﾞ ﾊﾙ 高2

1 塚口ＳＳ 2293 小宮　紅葉 ｺﾐﾔ ｱｷ 高2
ﾂｶｸﾞﾁSS 高校 2295 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 高1

2292 本城わかば ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾊﾞ 高2
2294 内藤　　好 ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ 高2

2 藤村ＳＳ 905 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 高1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 904 中村　　暖 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾝ 高3

903 佐々木優花 ｻｻｷ ﾕｳｶ 高3
906 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 高1

3 柏洋・柏 632 溝辺　彩乃 ﾐｿﾞﾍﾞ ｱﾔﾉ 高2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 高校 631 船津まどか ﾌﾅﾂ ﾏﾄﾞｶ 高3

634 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 高1
633 大神詩央里 ｵｵｶﾞﾐ ｼｵﾘ 高2

4 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 659 米田　玲央 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾏｵ 高1
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 657 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 高1

660 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 中3
658 梅澤　麻友 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾕ 高1

5 ｽｳｨﾝ宇都宮 235 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高3
SWｳﾂﾉﾐﾔ 高校 239 菊池亜璃咲 ｷｸﾁ ｱﾘｻ 高1

236 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 高3
237 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 高3

6 枚方ＳＳ 2205 大野奈津子 ｵｵﾉ ﾅﾂｺ 高3
ﾋﾗｶﾀSS 2207 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 中3

2204 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 高3
2206 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 中3

7 愛み大瑞穂高 1687 小﨑　絵莉 ｺｻﾞｷ ｴﾘ 高2
MIZUHO 高校 1689 西川　香澄 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾐ 高1

1684 南谷　彩香 ﾅﾝﾔ ｱﾔｶ 高3
1685 小久保紗由佳 ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ 高3

8 中京大中京高 1724 石川　未央 ｲｼｶﾜ ﾐｵ 高3
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 1727 山田　瑞穂 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 高1

1725 武山　月美 ﾀｹﾔﾏ ﾂｷﾐ 高2
1728 田中　朱珠 ﾀﾅｶ ｼｭｼﾞｭ 高1

9 鹿児島情報高 2706 石田　実梨 ｲｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ 高2
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 2708 三宅　珠生 ﾐﾔｹ ﾀﾏｷ 高1

2705 西田　花乃 ﾆｼﾀﾞ ﾊﾅﾉ 高3
2707 福留　由里 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾕﾘ 高2
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