
第40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   4x100m   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 日大山形 128 佐藤　　麗 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 高1

ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 126 東海林のん ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉﾝ 高2
127 齋藤　実来 ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 高2
125 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 高3

1 関大北陽 2135 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 高1
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2131 山口　倫羽 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾊ 高3

2133 奥埜　咲楽 ｵｸﾉ ｻｸﾗ 高3
2134 吉川　円香 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 高3

2 ＳＡトム 1191 宮下　真代 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾖ 高3
SAﾄﾑ 高校 1193 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 高1

1192 忽那　結羽 ｸﾂﾅ ﾕｳ 高2
1194 志村　一沙 ｼﾑﾗ ｶｽﾞｻ 高1

3 ＫＴＶ豊中 2239 松井ちづか ﾏﾂｲ ﾁﾂﾞｶ 高2
KTVﾄﾖﾅｶ 高校 2237 田中亜衣里 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 高2

2238 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ 高2
2240 古八　優季 ﾌﾙﾊﾁ ﾕｷ 高2

4 イ ト マ ン 2200 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2204 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高1

2201 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高2
2203 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高1

5 ＳＡ新城 1324 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 中1
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1322 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 高2

1325 水島　星那 ﾐｽﾞｼﾏ ｾﾅ 中1
1321 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高2

6 イトマン港北 1460 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高1
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 高校 1459 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 高1

1462 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 高1
1461 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高1

7 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1401 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 高校 1399 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 高3

1398 金指　柚香 ｶﾅｻｼ ﾕｳｶ 高3
1403 石田恵理香 ｲｼﾀﾞ ｴﾘｶ 高1

8 京都外大西高 2058 竹田ひろか ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｶ 高2
KGN 高校 2057 北田　　祥 ｷﾀﾀﾞ ｻﾁ 高3

2059 松下奈那香 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾅｶ 高1
2056 田崎　成実 ﾀｻｷ ﾅﾙﾐ 高3
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スタートリスト

競技No.116 女子   4x100m   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

2組
0 椙山女学園高 1796 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 高1

SUGIYAMA 高校 1791 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高2
1788 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高3
1787 深谷　侑以 ﾌｶﾔ ﾕｲ 高3

1 須磨学園高校 2415 岡　真衣香 ｵｶ ﾏｲｶ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2418 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高2

2422 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 高1
2416 前田　美玖 ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ 高2

2 ＴＩジャパン 1069 矢﨑　真衣 ﾔｻﾞｷ ﾏｲ 高2
TIｼﾞｬﾊﾟﾝ 1067 坂本　実希 ｻｶﾓﾄ ﾐｷ 高3

1070 宮澤　まこ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｺ 中3
1068 髙津　奈々 ﾀｶﾂ ﾅﾅ 高3

3 ｻﾝｹｲST 2394 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 高2
ｻﾝｹｲST 高校 2396 藤田　彩菜 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔﾅ 高2

2397 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 高1
2395 丸尾　栞那 ﾏﾙｵ ｶﾝﾅ 高2

4 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 692 梅澤　麻友 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾕ 高3
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 694 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 高2

696 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 中3
690 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高3

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1031 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中3
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1026 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高3

1025 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 高3
1029 松井　遥苗 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾅ 高2

6 スウィン東光 419 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 高3
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 高校 418 小宮　伊織 ｺﾐﾔ ｲｵﾘ 高3

420 金井　舞良 ｶﾅｲ ﾏｲﾗ 高2
421 千葉佳奈絵 ﾁﾊﾞ ｶﾅｴ 高2

7 京都文教高 2047 古田奈津美 ﾌﾙﾀ ﾅﾂﾐ 高2
K.Bunkyo 高校 2048 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 高1

2046 坂本　晴野 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾉ 高2
2045 西川　楓花 ﾆｼｶﾜ ﾌｳｶ 高3

8 ＩＳＣ飯田 1562 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 高1
ISCｲｲﾀﾞ 1561 桜井　莉伽 ｻｸﾗｲ ﾘｶ 高2

1566 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 中2
1563 小田切海空 ｺﾀｷﾞﾘ ﾐｸ 高1

9

Page: 2/3 Printing: 2017/08/24 9:57:12

京  都

長  野

加　盟

兵  庫

東  京

大  阪

千  葉

東  京

埼  玉

愛  知



第40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
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 ATSC.YW 1430 堀田明日香 ﾎﾘﾀ ｱｽｶ 高3

ATSC.YW 高校 1435 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 高1
1433 浅野　風香 ｱｻﾉ ﾌｳｶ 高2
1432 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 高3

1 コナミ西宮 2459 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2458 笠松　百佳 ｶｻﾏﾂ ﾓﾓｶ 高3

2461 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 高2
2460 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高2

2 枚方ＳＳ 2339 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 高2
ﾋﾗｶﾀSS 高校 2341 木本緋奈乃 ｷﾓﾄ ﾋﾅﾉ 高1

2338 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 高2
2340 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 高1

3 藤村ＳＳ 939 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 941 宮本　理紗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 高2

943 山﨑　千楠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ 高2
940 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 高3

4 スウィン大教 447 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 448 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高1

449 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高1
446 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高2

5 コナミ北浦和 398 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 高2
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 396 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高3

397 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高2
395 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高3

6 太成学院大高 2155 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2156 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 高3

2157 今西　良子 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳｺ 高2
2152 野村　　舞 ﾉﾑﾗ ﾏｲ 高3

7 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1352 舩木　雅菜 ﾌﾅｷ ﾏｻﾅ 高1
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 1349 相馬　奈々 ｿｳﾏ ﾅﾅ 高3

1353 内藤　　遥 ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｶ 中3
1350 五十嵐美緒 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｵ 高3

8 豊川高 1957 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1952 鈴木　理奈 ｽｽﾞｷ ｵｻﾅ 高2

1956 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高2
1953 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高2
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