
第41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.209 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:36.52
ＣＳ                大会記録  3:46.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 太成学院大高 2149 寺西　香凜 ﾃﾗﾆｼ ｶﾘﾝ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2150 七牟禮友希 ﾅﾅﾑﾚ ﾕｷ 高1

2148 大林向日葵 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾜﾘ 高2
2147 今西　良子 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳｺ 高3

4 コナミ西宮 2450 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2451 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 高3

2453 北口沙央梨 ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ 高2
2452 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 高2

5 長岡大手 2869 福永　みち ﾌｸﾅｶﾞ ﾐﾁ 高3
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 1591 原澤　珠緒 ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ 高3

2868 金子　弥央 ｶﾈｺ ﾐｵ 高2
2867 土橋　輝 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋｶﾙ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 愛み大瑞穂高 1796 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 高1

MIZUHO 高校 1795 戸田　菜月 ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1
1794 水谷　　楓 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 高2
1792 野口　紗依 ﾉｸﾞﾁ ｻｲ 高3

1 京都文教高 2037 坂本　晴野 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾉ 高3
K.Bunkyo 高校 2038 古田奈津美 ﾌﾙﾀ ﾅﾂﾐ 高3

2040 稲多　夢朱 ｲﾅﾀﾞ ﾑｳｽ 高1
2039 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 高2

2 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1535 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 高1
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 高校 1532 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高2

1533 村上　夏帆 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ 高2
1534 杉山　凜菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾘﾅ 高2

3 イトマン港北 1511 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 高校 1512 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2

1510 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 高2
1513 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 高2

4 東京ＳＣ 912 橋本季里香 ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 高校 909 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高2

908 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 高3
911 木下　笑碧 ｷﾉｼﾀ ｴﾐﾙ 高1

5 中京大中京高 1840 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高1
CHUKYO 高校 1838 中間　海菜 ﾅｶﾏ ﾐﾅ 高1

1839 岩村　夏佳 ｲﾜﾑﾗ ﾅﾂｶ 高1
1837 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高2

6 ｻﾝｹｲST 2382 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 高3
ｻﾝｹｲST 高校 2385 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 高2

2383 丸尾　栞那 ﾏﾙｵ ｶﾝﾅ 高3
2384 大平　愛夏 ｵｵﾋﾗ ｱｲｶ 高2

7 ドーム巣鴨 1093 荒木　金華 ｱﾗｷ ｷﾝｶ 中3
ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ 1094 二宮　歌梨 ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ 中2

1091 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 高1
1092 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 中3

8 京都外大西高 2047 竹田ひろか ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｶ 高3
KGN 高校 2050 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高1

2052 奥村　紗代 ｵｸﾑﾗ ｻﾖ 高1
2048 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 須磨学園高校 2406 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高3

ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2405 北井ひかり ｷﾀｲ ﾋｶﾘ 高3
2404 前田　美玖 ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ 高3
2410 井上　真帆 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 高1

1 ATSC.YW 1482 水上　夏鈴 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾘﾝ 中3
ATSC.YW 1481 堀田瑛梨香 ﾎﾘﾀ ｴﾘｶ 中3

1479 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高3
1478 堀田奈々美 ﾎﾘﾀ ﾅﾅﾐ 高3

2 マリーン鹿本 2804 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 高1
ﾏﾘｰﾝｶﾓﾄ 2803 廣瀬　文乃 ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ 高1

2806 髙森　愛子 ﾀｶﾓﾘ ｱｲｺ 中2
2805 牛島　未空 ｳｼｼﾞﾏ ﾐｸ 中3

3 東京ＤＣ桜台 1162 風祭　結愛 ｶｻﾞﾏﾂﾘ ﾕｲｱ 高1
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 高校 1159 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高2

1158 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高2
1161 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高1

4 スウィン大教 492 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 490 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高2

489 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高3
488 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高3

5 ＳＡ新城 1367 早川さくら ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ 中3
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1365 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 高3

1366 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 高2
1364 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高3

6 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 708 青島那有姫 ｱｵｼﾏ ﾅﾕｷ 高2
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 709 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 高1

710 清水亜梨沙 ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ 中3
706 込山　　瞳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 高3

7 武蔵野 773 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 高3
ﾑｻｼﾉ 高校 774 有賀　寧々 ｱﾙｶﾞ ﾈﾈ 高3

772 埜口　優衣 ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 高3
775 玉置　寧々 ﾀﾏｵｷ ﾈﾈ 高2

8 豊川高 1955 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1956 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 高2

1952 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 高3
1957 東　みずき ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 椙山女学園高 1799 髙橋　　歩 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 高3

SUGIYAMA 高校 1798 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高3
1803 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 高2
1802 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 高2

1 湘南工大附 1275 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1274 丸山　果夏 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 高3

1276 関口　風香 ｾｷｸﾞﾁ ﾌｳｶ 高2
1272 後藤　瑞稀 ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ 高3

2 イ ト マ ン 2192 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2193 菊地　未愛 ｷｸﾁ ﾐﾁｶ 高2

2194 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高2
2191 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高3

3 ＩＳＣ飯田 1580 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 高2
ISCｲｲﾀﾞ 1579 桜井　莉伽 ｻｸﾗｲ ﾘｶ 高3

1583 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 中3
1582 小田切海空 ｺﾀｷﾞﾘ ﾐｸ 高2

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1457 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 高1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 高校 1455 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高2

1458 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 高1
1456 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高2

5 枚方ＳＳ 2323 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 高3
ﾋﾗｶﾀSS 2326 宇野　莉奈 ｳﾉ ﾘﾅ 中3

2325 永尾　美友 ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ 高1
2322 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 高3

6 ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 1542 天野　百望 ｱﾏﾉ ﾓﾓ 高1
ｻｷﾞﾇﾏSCS 1541 篠田　沙彩 ｼﾉﾀﾞ ｻｱﾔ 高2

1540 黒金　万紘 ｸﾛｶﾞﾈ ﾏﾋﾛ 高3
1543 小坂あかり ｺｻｶ ｱｶﾘ 中3

7 ＳＡトム 1235 志村　二海 ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ 中3
SAﾄﾑ 1232 忽那　結羽 ｸﾂﾅ ﾕｳ 高3

1234 志村　一沙 ｼﾑﾗ ｶｽﾞｻ 高2
1233 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 高2

8 アクラブ調布 822 石川　優希 ｲｼｶﾜ ﾕｷ 高3
AQLUB CH 823 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 中3

825 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 中3
824 出口　　汀 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾅｷﾞｻ 中3

9 日大山形 146 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 144 東海林のん ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉﾝ 高3

145 齋藤　実来 ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 高3
143 髙梨由佳理 ﾀｶﾅｼ ﾕｶﾘ 高3
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