
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.217 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4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

2 関大北陽 2133 奥埜　咲楽 ｵｸﾉ ｻｸﾗ 高3
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2136 小松　琴美 ｺﾏﾂ ｺﾄﾐ 高1

2132 赤木　陽奈 ｱｶｷ ﾋﾅ 高3
2134 吉川　円香 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 高3

3 愛み大瑞穂高 1783 千明　楓花 ﾁｷﾞﾗ ﾌｳｶ 高3
MIZUHO 高校 1784 西川　香澄 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾐ 高3

1785 大﨑　紗空 ｵｵｻｷ ｻﾗ 高1
1786 水谷　　楓 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 高1

4 椙山女学園高 1788 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高3
SUGIYAMA 高校 1789 佐久間夏澄 ｻｸﾏ ｶｽﾐ 高3

1793 清水　結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 高2
1791 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高2

5 鹿児島情報高 2867 三宅　珠生 ﾐﾔｹ ﾀﾏｷ 高3
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 2870 山﨑　美羽 ﾔﾏｻｷ ﾐｳ 高2

2868 駒水　歩未 ｺﾏﾐｽﾞ ｱﾕﾐ 高3
2869 仮屋　美邑 ｶﾘﾔ ﾐｻﾄ 高2

6 ｽｳｨﾝ宇都宮 256 常田　夏綺 ﾄｷﾀ ﾅﾂｷ 高3
SWｳﾂﾉﾐﾔ 259 髙橋　奈々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 中3

257 菊池亜璃咲 ｷｸﾁ ｱﾘｻ 高3
258 三橋　莉子 ﾐﾂﾊｼ ﾘｺ 中3

7

8

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 中京大中京高 1833 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高1

CHUKYO 高校 1832 安藤　綾美 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ 高2
1830 田中　朱珠 ﾀﾅｶ ｼｭｼﾞｭ 高3
1831 櫻井　莉子 ｻｸﾗｲ ﾘｺ 高2

1 湘南工大附 棄権
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校

2 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1354 市島　花音 ｲﾁｼﾏ ｶﾉﾝ 中1
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 1351 山崎みすず ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｽｽﾞ 高3

1349 相馬　奈々 ｿｳﾏ ﾅﾅ 高3
1350 五十嵐美緒 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｵ 高3

3 ＳＡ新城 1323 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 高1
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1324 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 中1

1321 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高2
1322 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 高2

4 イトマン京都 2108 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 高校 2107 田村　蒼生 ﾀﾑﾗ ｱｵｲ 高3

2109 山岸　真尋 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾋﾛ 高1
2106 田中さつき ﾀﾅｶ ｻﾂｷ 高3

5 MGニッシン 2524 細谷　笑里 ﾎｿﾀﾆ ｴﾐﾘ 中3
MGﾆｯｼﾝ 中学 2525 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中3

2523 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 中3
2526 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中3

6 ジャパン丸亀 2670 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 高3
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 高校 2668 大井　孝菜 ｵｵｲ ﾀｶﾅ 高3

2671 富野　櫻子 ﾄﾐﾉ ｻｸﾗｺ 高2
2669 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 高3

7 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 2546 重山　凜乃 ｼｹﾞﾔﾏ ﾘﾉ 高1
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 高校 2545 嶋田　有希 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷ 高2

2544 五島　実咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 高2
2543 大西　　栞 ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 高2

8 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1028 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 高2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1025 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 高3

1031 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中3
1026 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高3

9 豊川高 1949 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1953 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高2

1951 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 高3
1956 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 静岡商業 1704 加藤　杏樹 ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 高1

ｾｲｼｮｳ 高校 1702 山口みどり ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ 高2
1703 佐々木夏帆 ｻｻｷ ｶﾎ 高1
1701 海野明日香 ｳﾝﾉ ｱｽｶ 高3

1 三菱養和ＳＳ 989 杉本　瑞歩 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 高3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 990 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 高2

991 小野真里会 ｵﾉ ﾏﾘｴ 高2
988 乾　　訓子 ｲﾇｲ ｻﾄｺ 高3

2 ダッシュ三条 1624 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 高3
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 高校 1626 野上　萌衣 ﾉｶﾞﾐ ﾒｲ 高2

1625 原澤　珠緒 ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ 高2
1623 渡辺奈々美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 高3

3 イ ト マ ン 2200 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2203 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高1

2201 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高2
2204 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高1

4 コナミ北浦和 401 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中1
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 397 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高2

396 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高3
395 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高3

5 スウィン大教 446 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 444 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 高3

449 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高1
448 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高1

6 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 1400 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 高2

1398 金指　柚香 ｶﾅｻｼ ﾕｳｶ 高3
1399 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 高3

7 JSSおゆみ野 752 小林萌杏奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｱﾅ 高2
JSSｵﾕﾐﾉ 高校 753 福田　　葵 ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 高2

754 堀江　遥菜 ﾎﾘｴ ﾊﾙﾅ 高1
751 菅谷　涼乃 ｽｶﾞﾔ ｽｽﾞﾉ 高3

8 新田高 2706 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 高1
ﾆｯﾀ 高校 2895 戒能　朝陽 ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ 高2

2705 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 高3
2896 岩間　薫乃 ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ 高2

9 コナミ西宮 2458 笠松　百佳 ｶｻﾏﾂ ﾓﾓｶ 高3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2462 北口沙央梨 ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ 高1

2460 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高2
2459 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 須磨学園高校 2421 山田ひかる ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 高1

ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2419 堀上　綺良 ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ 高1
2422 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 高1
2418 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高2

1 太成学院大高 2156 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2154 梶田　美宇 ｶｼﾞﾀ ﾐｳ 高3

2157 今西　良子 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳｺ 高2
2155 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高3

2 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 728 茂木　京香 ﾓｷﾞ ｷｮｳｶ 高2
ﾙ･ﾁｮｳｼ 731 海野　咲依 ｳﾝﾉ ｻﾖﾘ 中2

730 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 高2
729 鈴木菜々花 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 高2

3 ＪＳＳ八王子 1183 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1184 齊藤　涼夏 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 高2

1185 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 高1
1182 木谷りのか ｷﾔ ﾘﾉｶ 高3

4 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 693 米田　玲央 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾏｵ 高3
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 高校 691 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 高3

694 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 高2
690 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高3

5 京都踏水会 2087 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 中3
ﾄｳｽｲｶｲ 2086 宮本　優海 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ 中3

2084 森　　穂夏 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 高3
2085 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高1

6 藤村ＳＳ 939 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 942 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 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

7 イトマン港北 1459 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 高1
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 高校 1461 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高1

1462 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 高1
1460 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高1

8 東京ＤＣ桜台 1122 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高1
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 1121 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高1

1123 山本　侑奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 高1
1125 風祭　結愛 ｶｻﾞﾏﾂﾘ ﾕｲｱ 中3

9 ATSC.YW 1434 堀田奈々美 ﾎﾘﾀ ﾅﾅﾐ 高2
ATSC.YW 高校 1431 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 高3

1435 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 高1
1432 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 高3
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