
第39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

2

3 イ ト マ ン 2658 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2659 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 高2

2657 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 高3
2660 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高1

4 ＳＡトム 1474 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 中3
SA ﾄﾑ sp 1475 志村　二海 ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ 中1

1472 宮下　真代 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾖ 高2
1473 忽那　結羽 ｸﾂﾅ ﾕｳ 高1

5 イトマン港北 1826 大塚妃呂子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 高3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1827 佐藤　美雨 ｻﾄｳ ﾐｳ 高1

1831 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 中3
1829 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 中3
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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

2組
1 ｻﾝｹｲST 2862 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 高1

ｻﾝｹｲST 2863 藤田　彩菜 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔﾅ 高1
2864 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 中3
2860 三上　純心 ﾐｶﾐ ｱﾔﾐ 高3

2 八幡浜ＳＣ 3254 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 中3
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 中学 3257 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 中2

3256 東　みずき ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 中3
3255 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 中3

3 日大山形 3469 東海林のん ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉﾝ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 3470 齋藤　実来 ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 高1

167 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 高3
168 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 高2

4 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1226 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1225 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 高2

1228 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 高1
1231 玉置　寧々 ﾀﾏｵｷ ﾈﾈ 中3

5 コナミ北浦和 515 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 高1
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 513 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高2

514 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高1
512 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高2

6 太成学院大高 2604 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2602 前河原美咲 ﾏｴｶﾞﾜﾗ ﾐｻｷ 高2

2600 野村　　舞 ﾉﾑﾗ ﾏｲ 高2
2605 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 高2

7 ATSC.YW 1798 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 高2
ATSC.YW 1800 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 中3

1796 堀田明日香 ﾎﾘﾀ ｱｽｶ 高2
1799 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高1

8

Page: 2/4 Printing: 2017/03/29 10:27:25

東  京

埼  玉

大  阪

神奈川

加　盟

大  阪

愛  媛

山  形



第39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

3組
1 藤村ＳＳ 1134 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 高2

ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 1133 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 高2
1135 宮本　理紗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 高1
1137 山﨑　千楠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ 高1

2 湘南工大附 1526 原　　瞳子 ﾊﾗ ﾄｳｺ 高2
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1529 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高1

1528 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 高1
1524 山城日向子 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾅｺ 高3

3 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 854 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 中2
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 848 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高2

852 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 高1
850 梅澤　麻友 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾕ 高2

4 スウィン大教 572 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高1
SWﾀﾞｲｷｮｳ 571 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高1

573 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 中3
570 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 高2

5 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 889 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 高3
ﾙ･ﾁｮｳｼ 高校 892 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 高1

891 鈴木菜々花 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 高1
890 茂木　京香 ﾓｷﾞ ｷｮｳｶ 高1

6 三菱養和ＳＳ 1180 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 1186 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 中1

1183 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 高1
1181 乾　　訓子 ｲﾇｲ ｻﾄｺ 高2

7 ＴＩジャパン 1286 矢﨑　真衣 ﾔｻﾞｷ ﾏｲ 高1
TIｼﾞｬﾊﾟﾝ 1284 坂本　実希 ｻｶﾓﾄ ﾐｷ 高2

1287 宮澤　まこ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｺ 中2
1285 髙津　奈々 ﾀｶﾂ ﾅﾅ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1850 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 中3

ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 1853 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 中2
1851 村上　夏帆 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ 中3
1847 渡辺　佳菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 高2

2 とこはＳＳ 2111 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 高3
ﾄｺﾊSS 2113 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 高1

2114 松永　爽羽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 中2
2112 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 高2

3 コナミ西宮 2950 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2949 笠松　百佳 ｶｻﾏﾂ ﾓﾓｶ 高2

2952 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 高1
2951 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高1

4 豊川高 2381 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2380 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高1

2376 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 高2
2383 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高1

5 須磨学園高校 2891 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高1
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2890 前田　美玖 ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ 高1

2889 岡　真衣香 ｵｶ ﾏｲｶ 高2
2888 岩田　旭代 ｲﾜﾀ ｱｷﾖ 高3

6 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1766 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 高2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1769 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 中3

1764 清田　朱音 ｷﾖﾀ ｱｶﾈ 高3
1768 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 中3

7 ジャパン観 3200 荻田　朱理 ｵｷﾞﾀ ｱｶﾘ 中3
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 3199 前川　紗佑 ﾏｴｶﾜ ｻﾕ 高1

3202 牧野　桜子 ﾏｷﾉ ｻｸﾗｺ 中1
3201 山下　理子 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 中1

8 椙山女学園高 2174 深谷　侑以 ﾌｶﾔ ﾕｲ 高2
SUGIYAMA 高校 2178 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高1

2175 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高2
2180 高橋　　歩 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 高1
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