
第40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.219 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:50.28
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 3043 重山　凜乃 ｼｹﾞﾔﾏ ﾘﾉ 高1

ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 高校 3042 嶋田　有希 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷ 高2
3041 五島　実咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 高2
3040 大西　　栞 ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 高2

2 コナミ西宮 2920 竹林　理子 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾘｺ 高3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2925 北口沙央梨 ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ 高1

2922 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高2
2921 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高3

3 椙山女学園高 2167 岩本奈那美 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅﾐ 高2
SUGIYAMA 高校 2169 大島　彩奈 ｵｵｼﾏ ｱﾔﾅ 高1

2165 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高2
2170 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 高1

4 豊川高 2346 伊与田萌々 ｲﾖﾀﾞ ﾓﾓ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2350 東　みずき ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 高1

2343 鈴木　理奈 ｽｽﾞｷ ｵｻﾅ 高2
2345 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 高2

5 イ ト マ ン 2623 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2627 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高1

2625 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高2
2624 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高2

6 ＪＳＳ八王子 1407 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1408 齊藤　涼夏 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 高2

1409 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 高1
1406 木谷りのか ｷﾔ ﾘﾉｶ 高3

7 ATSC.YW 1731 堀田奈々美 ﾎﾘﾀ ﾅﾅﾐ 高2
ATSC.YW 高校 1728 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 高3

1732 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高2
1729 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 高3

8 東京ＤＣ桜台 1328 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高1
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 1327 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高1

1329 山本　侑奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 高1
1330 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 中3
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第40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.219 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:50.28
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 HOS OGURA 2496 吉田　　聖 ﾖｼﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 中3

HOSOGURA 2494 門野愛由香 ﾓﾝﾉ ｱﾕｶ 高3
2495 野瀬　理紗 ﾉｾ ﾘｻ 高1
2493 小島　早織 ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ 高3

2 スウィン大教 538 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 543 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高1

537 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 高3
541 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高1

3 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1218 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 高2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1214 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 高3

1216 八木　美月 ﾔｷﾞ ﾐﾂｷ 高2
1220 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中3

4 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1804 須田　彩叶 ｽﾀﾞ ｻﾔｶ 中2
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 1802 杉山　凜菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾘﾅ 高1

1800 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高1
1803 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 中3

5 須磨学園高校 2858 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高2
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2854 濱上　未祐 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾐﾕ 高3

2860 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 高1
2857 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高2

6 ｽｳｨﾝ大宮西 422 武上紗也奈 ﾀｹｶﾞﾐ ｻﾔﾅ 中2
SWｵｵﾐﾔﾆｼ 421 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 高3

423 磯部　　結 ｲｿﾍﾞ ﾕｲ 中1
424 土井　瑞希 ﾄﾞｲ ﾐｽﾞｷ 中1

7 天童ＳＳ 178 松浦　心叶 ﾏﾂｳﾗ ｺﾉｶ 高1
ﾃﾝﾄﾞｳSS 176 菊地　夢乃 ｷｸﾁ ﾕﾒﾉ 高2

175 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 高3
180 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 中3

8 ドーム巣鴨 1242 髙橋　萌加 ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ 高1
ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ 1243 前田　なな ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 中3

1241 工藤　南海 ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 高1
1244 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 中3
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第40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.219 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:50.28
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｽｳｨﾝ宇都宮 306 常田　夏綺 ﾄｷﾀ ﾅﾂｷ 高3

SWｳﾂﾉﾐﾔ 309 髙橋　奈々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 中3
307 篠田　　萌 ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 高2
308 三橋　莉子 ﾐﾂﾊｼ ﾘｺ 中3

2 イトマン港北 1774 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 高1
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 高校 1776 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高1

1775 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高1
1777 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 高1

3 イトマン京都 2515 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 高校 2514 田村　蒼生 ﾀﾑﾗ ｱｵｲ 高3

2517 山岸　真尋 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾋﾛ 高1
2516 松下奈那香 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾅｶ 高1

4 東京ＳＣ 1057 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 1058 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 中3

1055 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 高2
1062 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中2

5 武蔵野 895 玉置　寧々 ﾀﾏｵｷ ﾈﾈ 高1
ﾑｻｼﾉ 高校 893 埜口　優衣 ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 高2

894 有賀　寧々 ｱﾙｶﾞ ﾈﾈ 高2
892 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 高3

6 八幡浜ＳＣ 3260 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 高1
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 3263 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 中3

3261 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高1
3264 三嶋　　拓 ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ 中2

7 太成学院大高 2573 岡井谷美咲 ｵｶｲﾀﾆ ﾐｻｷ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2571 吉武　萌奈 ﾖｼﾀｹ ﾓﾅ 高3

2574 今西　良子 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳｺ 高2
2572 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高3

8 京都踏水会 2482 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 中3
ﾄｳｽｲｶｲ 2481 宮本　優海 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ 中3

2479 田中千菜美 ﾀﾅｶ ﾁﾅﾐ 高1
2480 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高1
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第40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.219 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:50.28
ＣＳ                大会記録  4:00.24

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 藤村ＳＳ 1112 宮本　理紗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 高2

ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 1113 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高2
1110 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 高3
1111 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 高3

2 イトマン多摩 1677 市地　颯華 ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ 中3
ｲﾄﾏﾝﾀﾏ 1679 澤田　花音 ｻﾜﾀﾞ ｶﾉﾝ 中1

1678 宮根　芽生 ﾐﾔﾈ ﾒｲ 中1
1676 其田明日香 ｿﾉﾀﾞ ｱｽｶ 高1

3 湘南工大附 棄権
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1703 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1701 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 高2

1706 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 中3
1707 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中3

5 ＳＡ新城 1593 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 高1
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1594 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 中1

1591 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高2
1592 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 高2

6 ＩＳＣ飯田 1897 佐藤　　柊 ｻﾄｳ ﾋｲﾗｷﾞ 高1
ISCｲｲﾀﾞ 1900 佐藤　紫苑 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 中2

1899 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 中2
1896 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 高1

7 コナミ北浦和 485 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中1
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 483 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高2

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

8 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 821 米田　玲央 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾏｵ 高3
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 819 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 高3

826 清水亜梨沙 ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ 中2
823 込山　　瞳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 高2
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