
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.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

1 日本文理 1486 渡辺　美南 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高3
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 1487 河治菜々子 ｶﾜｼﾞ ﾅﾅｺ 高3

1485 金子菜津希 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 高3
1484 金子美紗希 ｶﾈｺ ﾐｻｷ 高3

2 マリン西新井 981 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 高1
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 982 樋口　綾華 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔｶ 中2

979 塩入　涼葉 ｼｵｲﾘ ｽｽﾞﾊ 高2
980 松平花津音 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｶﾂﾞﾈ 高2

3 イ ト マ ン 2062 奥埜　咲楽 ｵｸﾉ ｻｸﾗ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2061 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 高2

2059 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 高3
2060 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高3

4 スウィン埼玉 480 大西　彩夏 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 高3
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 486 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 中3

481 江森　　優 ｴﾓﾘ ﾕｳ 高3
485 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 中3

5 ＳＡ新城 1244 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 中3
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1243 尾上　彩奈 ｵﾉｳｴ ｱﾔﾅ 高1

1241 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高1
1242 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 高1

6 イトマン横浜 1324 林　かほり ﾊﾔｼ ｶﾎﾘ 高1
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 1325 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 中3

1327 中田圭帆子 ﾅｶﾀﾞ ｶﾎｺ 小6
1323 北島　菜々 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾅ 高2

7 太成学院大高 2017 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2015 小林　晴妃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾋ 高2

2014 城間　小桃 ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ 高3
2013 鵜飼　雪菜 ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ 高3

8 ｽｳｨﾝ宇都宮 265 常田　夏綺 ﾄｷﾀ ﾅﾂｷ 高2
SWｳﾂﾉﾐﾔ 267 髙橋　奈々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 中2

266 菊池亜璃咲 ｷｸﾁ ｱﾘｻ 高2
264 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 高3
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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
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 愛み大瑞穂高 1688 千明　楓花 ﾁｷﾞﾗ ﾌｳｶ 高2
MIZUHO 高校 1689 西川　香澄 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾐ 高2

1687 西垣　茉耶 ﾆｼｶﾞｷ ﾏﾔ 高3
1686 小﨑　絵莉 ｺｻﾞｷ ｴﾘ 高3

2 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 953 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 高2

955 八木　美月 ﾔｷﾞ ﾐﾂｷ 高1
954 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高2

3 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1355 金指　柚香 ｶﾅｻｼ ﾕｳｶ 高2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 高校 1357 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 高1

1356 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 高2
1354 清田　朱音 ｷﾖﾀ ｱｶﾈ 高3

4 湘南工大附 1168 津久井雪子 ﾂｸｲ ﾕｷｺ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1172 丸山　果夏 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 高1

1170 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 高1
1169 原　　瞳子 ﾊﾗ ﾄｳｺ 高2

5 ＡＣらんなん 1515 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 高2
ACﾗﾝﾅﾝ 高校 1517 野上　萌衣 ﾉｶﾞﾐ ﾒｲ 高1

1516 原澤　珠緒 ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ 高1
1514 渡辺奈々美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 高2

6 あかやまＳＳ 165 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 高1
ｱｶﾔﾏSS 高校 162 秋元　理沙 ｱｷﾓﾄ ﾘｻ 高3

163 菅谷　奈帆 ｽｶﾞﾔ ﾅﾎ 高2
164 稲垣　　優 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｲ 高2

7 藤村ＳＳ 885 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 高2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 887 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高1

888 山﨑　千楠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ 高1
886 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 高2

8 京都外大西高 1946 今西　志帆 ｲﾏﾆｼ ｼﾎ 高3
KGN 高校 1947 畑田　未来 ﾊﾀﾀﾞ ﾐｸ 高3

1950 三曵　　光 ﾐﾂﾋﾞｷ ﾋｶﾘ 高3
1948 武田つむぎ ﾀｹﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 コナミ西宮 2291 中西　香瑠 ﾅｶﾆｼ ｶｵﾙ 高3

ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2296 北口沙央梨 ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ 中3
2294 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高1
2293 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高2

1 椙山女学園高 1693 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高2
SUGIYAMA 高校 1690 渕上　杏佳 ﾌﾁｶﾞﾐ ｷｮｳｶ 高3

1696 鶴見奈七美 ﾂﾙﾐ ﾅﾅﾐ 高1
1691 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 高3

2 ひらはらＳＣ 441 嵯峨　　皐 ｻｶﾞ ｻﾂｷ 高2
HIRAHARA 442 松崎　　愛 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ 高1

444 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 中3
443 谷口　紗英 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｴ 中3

3 豊川高 1852 伊与田萌々 ｲﾖﾀﾞ ﾓﾓ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1850 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高1

1847 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 高2
1853 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高1

4 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 678 米田　玲央 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾏｵ 高2
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 高校 676 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 高2

675 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高2
677 梅澤　麻友 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾕ 高2

5 ATSC.YW 1381 堀田奈々美 ﾎﾘﾀ ﾅﾅﾐ 高1
ATSC.YW 高校 1380 浅野　風香 ｱｻﾉ ﾌｳｶ 高1

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

6 トピーアヤセ 1259 竹内　澪乃 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ 高3
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 1261 井上　真優 ｲﾉｳｴ ﾏﾕ 中3

1260 片桐　由起 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｷ 高3
1262 喩　　蘭迪 ﾕ ﾗﾝﾃﾞｨ 中3

7 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ香椎 2567 大友　優里 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾘ 高2
BSｶｼｲ 高校 2565 熊本　佳奈 ｸﾏﾓﾄ ｶﾅ 高3

2566 吉田　久乃 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾉ 高2
2568 岡田　　慶 ｵｶﾀﾞ ｹｲ 高1

8 塚口ＳＳ 2258 小宮　紅葉 ｺﾐﾔ ｱｷ 高3
ﾂｶｸﾞﾁSS 高校 2260 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 高2

2257 本城わかば ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾊﾞ 高3
2259 内藤　　好 ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ 高3
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