
第39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     
競泳競技                                          
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   3組 日本記録  3:36.74
ＣＳ                大会記録  3:47.95

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 京都外大西高 1946 今西　志帆 ｲﾏﾆｼ ｼﾎ 高3
KGN 高校 1949 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 高3

1948 武田つむぎ ﾀｹﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 高3
1952 田崎　成実 ﾀｻｷ ﾅﾙﾐ 高2

2 金沢ＳＣ西泉 1570 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 高2
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 1569 菅野　祐萌 ｽｶﾞﾉ ﾕﾎ 高2

1572 村上　真穂 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾎ 中2
1571 舘　　柚希 ﾀﾁ ﾕｽﾞｷ 高1

3 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 956 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 高1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 954 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高2

953 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 高2
957 松井　遥苗 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾅ 高1

4 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1412 渡辺　佳菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 高2
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 1416 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 中2

1415 村上　夏帆 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ 中3
1414 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 中3

5 ＳＡ新城 1241 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高1
SAｼﾝｼﾞｮｳ 高校 1240 臼田　史歩 ｳｽﾀﾞ ｼﾎ 高3

1243 尾上　彩奈 ｵﾉｳｴ ｱﾔﾅ 高1
1242 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 高1

6 ｻﾝｹｲST 2221 三上　純心 ﾐｶﾐ ｱﾔﾐ 高3
ｻﾝｹｲST 2223 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 高1

2224 藤田　彩菜 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔﾅ 高1
2225 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 中3

7 須磨学園高校 2247 岡　真衣香 ｵｶ ﾏｲｶ 高2
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2246 岩田　旭代 ｲﾜﾀ ｱｷﾖ 高3

2248 前田　美玖 ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ 高1
2244 中澤　　萌 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ 高3
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1 コナミ西宮 2293 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2292 竹林　理子 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾘｺ 高2

2295 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 高1
2294 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高1

2 ひらはらＳＣ 444 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 中3
HIRAHARA 441 嵯峨　　皐 ｻｶﾞ ｻﾂｷ 高2

442 松崎　　愛 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ 高1
443 谷口　紗英 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｴ 中3

3 湘南工大附 1171 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1169 原　　瞳子 ﾊﾗ ﾄｳｺ 高2

1170 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 高1
1167 山城日向子 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾅｺ 高3

4 スウィン大教 460 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 中3
SWﾀﾞｲｷｮｳ 459 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高1

458 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高1
457 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 高2

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1356 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 高2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 高校 1354 清田　朱音 ｷﾖﾀ ｱｶﾈ 高3

1355 金指　柚香 ｶﾅｻｼ ﾕｳｶ 高2
1357 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 高1

6 フィッツ青葉 1458 齋藤　千遥 ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 高3
ﾌｨｯﾂｱｵﾊﾞ 高校 1460 内田かりん ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾝ 高1

1459 揚原　百恵 ｱｹﾞﾊﾗ ﾓﾓｴ 高2
1457 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 高3

7 椙山女学園高 1691 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 高3
SUGIYAMA 高校 1692 深谷　侑以 ﾌｶﾔ ﾕｲ 高2

1693 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高2
1695 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高1
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1 日大山形 129 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 131 齋藤　実来 ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 高1

128 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 高3
130 東海林のん ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉﾝ 高1

2 太成学院大高 2014 城間　小桃 ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2013 鵜飼　雪菜 ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ 高3

2016 野村　　舞 ﾉﾑﾗ ﾏｲ 高2
2017 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 高2

3 イトマン港北 1393 大塚妃呂子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 高3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1394 佐藤　美雨 ｻﾄｳ ﾐｳ 高1

1397 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 中3
1396 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 中3

4 イ ト マ ン 2059 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2061 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 高2

2060 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高3
2058 石井　綺音 ｲｼｲ ｱﾔﾈ 高3

5 ATSC.YW 1382 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 中3
ATSC.YW 1378 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 高3

1377 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高3
1379 堀田明日香 ﾎﾘﾀ ｱｽｶ 高2

6 コナミ北浦和 414 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 高1
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 412 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高2

413 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高1
410 守　萌々子 ﾓﾘ ﾓﾓｺ 高2

7 豊川高 1848 鈴木　理奈 ｽｽﾞｷ ｵｻﾅ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1853 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高1

1847 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 高2
1851 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 高1
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