
第38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     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.141 女子    400m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:32.31
ＣＳ                  大会記録  3:41.57

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 椙山女学園高 2134 深谷　侑以 ﾌｶﾔ ﾕｲ 高1

SUGIYAMA 高校 2132 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 高2
2135 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高1
2133 近藤　奏歩 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾎ 高2

2 ＦーＢＩＧ 292 笹原世玲菜 ｻｻﾊﾗ ｾﾚﾅ 中3
F-BIG 中学 295 行方　美祐 ﾅﾒｶﾀ ﾐﾕｳ 中2

293 近澤　卯菜 ﾁｶｻﾞﾜ ｳﾅ 中2
294 行方　悠莉 ﾅﾒｶﾀ ﾕｳﾘ 中2

3 コナミ北浦和 493 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 中3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 491 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高1

490 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高1
488 小川　真侑 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ 高3

4 豊川高 2324 澤邊みのり ｻﾜﾍﾞ ﾐﾉﾘ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2321 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 高2

2325 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 高1
2323 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 高1

5 太陽教育ＳＣ 1003 今田　薫乃 ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 高3
T･K･S･C 高校 1004 山本　優海 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾐ 高2

1002 今野　瑠菜 ｺﾝﾉ ﾙﾅ 高3
1005 ハウス英未莉 ﾊｳｽ ｴﾐﾘ 高2

6 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 859 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 高2
ﾙ･ﾁｮｳｼ 862 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 中3

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

7 ﾙﾈｻﾝｽ経堂 1129 西田　彩乃 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 高1
ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ 高校 1127 清水　美沙 ｼﾐｽﾞ ﾐｻ 高3

1128 山田友菜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ 高2
1126 小島日佳里 ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾘ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ATSC.YW 1737 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 中2

ATSC.YW 1734 堀田明日香 ﾎﾘﾀ ｱｽｶ 高1
1735 浅野　風香 ｱｻﾉ ﾌｳｶ 中3
1736 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 中3

2 三菱養和ＳＳ 1160 増田　舞紗 ﾏｽﾀﾞ ﾏｲｼｬ 高2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 1158 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2

1162 山口　知奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾅ 中3
1161 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 中3

3 枚方ＳＳ 2725 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 2726 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 中3

2724 大野奈津子 ｵｵﾉ ﾅﾂｺ 高3
2723 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 高3

4 イ ト マ ン 2599 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高2
ｲﾄﾏﾝ 2597 石井　綺音 ｲｼｲ ｱﾔﾈ 高2

2602 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 中3
2598 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 高2

5 ｽｳｨﾝ宇都宮 316 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 高3
SWｳﾂﾉﾐﾔ 高校 318 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 高2

315 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高3
317 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 高3

6 太成学院大高 2545 鵜飼　雪菜 ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2548 野村　　舞 ﾉﾑﾗ ﾏｲ 高1

2546 城間　小桃 ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ 高2
2550 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 高1

7 関大北陽 2533 吉川　円香 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 高1
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2531 山口　倫羽 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾊ 高1

2530 仮屋　陽菜 ｶﾘﾔ ﾋﾅ 高2
2532 奥埜　咲楽 ｵｸﾉ ｻｸﾗ 高1

8 愛み大瑞穂高 2124 小﨑　絵莉 ｺｻﾞｷ ｴﾘ 高2
MIZUHO 高校 2126 西垣　茉耶 ﾆｼｶﾞｷ ﾏﾔ 高2

2127 藤代　莉帆 ﾌｼﾞｼﾛ ﾘﾎ 高1
2125 市野　梨名 ｲﾁﾉ ﾘﾅ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 スウィン東光 514 大久保侑央 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ 高3

ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 516 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 高1
515 小宮　伊織 ｺﾐﾔ ｲｵﾘ 高1
517 千葉佳奈絵 ﾁﾊﾞ ｶﾅｴ 中3

2 ＳＴＹ・ＳＣ 3065 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 高3
STY.SC 3067 岩堀　結優 ｲﾜﾎﾘ ﾕｳ 中2

3064 渡邊　　栞 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 高3
3066 岩堀　愛満 ｲﾜﾎﾘ ﾏﾅﾐ 高1

3 NECGSC溝の口 1799 川畑　志保 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ 高3
NECGSC M 高校 1802 池　　久乃 ｲｹ ﾋｻﾉ 高2

1804 今田　未莉 ｲﾏﾀﾞ ﾐﾘ 高1
1801 檜山　悠理 ﾋﾔﾏ ﾕｳﾘ 高2

4 スウィン大教 555 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 中3
SWﾀﾞｲｷｮｳ 554 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 中3

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

5 ヤクルト東 72 盛　　音葉 ﾓﾘ ｵﾄﾊ 高1
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 73 阿部なつき ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 中2

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

6 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1700 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 高1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1701 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 中3

1699 田邊　成美 ﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ 高2
1698 田村　実花 ﾀﾑﾗ ﾐｶ 高3

7 須磨学園高校 2812 谷川　　夢 ﾀﾆｶﾜ ﾕﾒ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2818 岩田　旭代 ｲﾜﾀ ｱｷﾖ 高2

2819 岡　真衣香 ｵｶ ﾏｲｶ 高1
2814 石川　穂波 ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ 高3

8 ＪＳＳ八王子 1417 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1418 堀内　　愛 ﾎﾘｳﾁ ｱｲ 高3

1419 鷲尾理沙子 ﾜｼｵ ﾘｻｺ 高3
1420 木谷りのか ｷﾔ ﾘﾉｶ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 Nalu Aquatic 800 青木舞利奈 ｱｵｷ ﾏﾘﾅ 高3

NaluAC 高校 801 高山　紗枝 ﾀｶﾔﾏ ｻｴ 高2
804 宇井あゆ乃 ｳｲ ｱﾕﾉ 高1
802 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 高2

2 日大藤沢 1485 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 1487 清田　朱音 ｷﾖﾀ ｱｶﾈ 高2

1484 金子　喜恵 ｶﾈｺ ｷｴ 高3
1489 五十嵐美緒 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｵ 高1

3 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 836 梅澤　麻友 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾕ 高1
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 838 岩田　歩実 ｲﾜﾀ ｱﾕﾐ 中3

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

4 コナミ西宮 2878 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 中3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2875 笠松　百佳 ｶｻﾏﾂ ﾓﾓｶ 高1

2876 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高1
2877 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 中3

5 京都外大西高 2454 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 高2
KGN 高校 2450 北田　　優 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 高3

2449 中川　麻子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ 高3
2453 武田つむぎ ﾀｹﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 高2

6 マリン舎人 1445 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 高3
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 1447 押田　華澄 ｵｼﾀﾞ ｶｽﾐ 高2

1446 片山　友希 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 高3
1448 鈴木　　舞 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 中2

7 ロンド東村山 1171 常盤　怜以 ﾄｷﾜ ﾚｲ 高2
ﾛﾝﾄﾞHGM 1170 武岡　瀬奈 ﾀｹｵｶ ｾﾅ 高2

1173 伊藤　杏夏 ｲﾄｳ ｷｮｳｶ 中3
1172 田中悠紀子 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 高2

8 藤村ＳＳ 1105 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 高1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 1104 佐々木優花 ｻｻｷ ﾕｳｶ 高3

1106 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 高1
1107 山﨑　千楠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ 中3
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