
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.267 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:54.73
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

3 常磐大高 178 神坂　詩音 ｶﾐｻｶ ｼｵﾝ 高3
ﾄｷﾜﾀﾞｲｺｳ 高校 179 矢野　佑歩 ﾔﾉ ﾕﾎ 高2

181 鈴木　捺衣 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｲ 高1
180 菅谷　　夢 ｽｶﾞﾔ ﾕﾒ 高2

4 コナミ三田 2480 三原梨紗子 ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ 中3
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 2477 岡田　侑奈 ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 高2

2479 岩永なつみ ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ 高1
2478 上田　幸歩 ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ 高1

5 愛み大瑞穂高 1793 丹羽　麻奈 ﾆﾜ ｱｻﾅ 高2
MIZUHO 高校 1797 鬼頭　怜花 ｷﾄｳ ﾙｶ 高1

1796 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 高1
1795 戸田　菜月 ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 豊川高 1958 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 高2

ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1961 池田りんか ｲｹﾀﾞ ﾘﾝｶ 高1
1956 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 高2
1955 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高2

1 NECGSC溝の口 1556 川田麻奈未 ｶﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ 高2
NECGSC M 1560 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 中3

1557 山本くるみ ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ 高1
1558 平　陽菜子 ﾀｲﾗ ﾋﾅｺ 高1

2 藤村ＳＳ 961 押田　茉桜 ｵｼﾀﾞ ﾏｵ 高2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 960 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高3

962 明里　美空 ｱｶﾘ ﾐｸ 高1
959 宮本　理紗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 高3

3 ＳＡ新城 1366 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 高2
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1367 早川さくら ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ 中3

1364 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高3
1365 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 高3

4 東京ＤＣ桜台 1159 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高2
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 高校 1158 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高2

1160 山本　侑奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 高2
1161 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高1

5 イトマン京都 2100 髙嶋　愛菜 ﾀｶｼﾏ ｱｲﾅ 高1
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 2102 八木　詩歩 ﾔｷﾞ ｼﾎ 中3

2099 山岸　真尋 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾋﾛ 高2
2098 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高3

6 枚方ＳＳ 2325 永尾　美友 ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ 高1
ﾋﾗｶﾀSS 高校 2323 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 高3

2324 木本緋奈乃 ｷﾓﾄ ﾋﾅﾉ 高2
2322 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 高3

7 中京大中京高 1837 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高2
CHUKYO 高校 1836 安藤　綾美 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ 高3

1838 中間　海菜 ﾅｶﾏ ﾐﾅ 高1
1840 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高1

8 ＩＳＣ飯田 1581 佐藤　　柊 ｻﾄｳ ﾋｲﾗｷﾞ 高2
ISCｲｲﾀﾞ 1584 佐藤　紫苑 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 中3

1583 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 中3
1580 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 京都外大西高 2050 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高1

KGN 高校 2049 宮本　優海 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ 高1
2048 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高2
2047 竹田ひろか ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｶ 高3

1 関大北陽 2123 浜田ほのか ﾊﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ 高3
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2126 天白　愛菜 ﾃﾝﾊﾟｸ ｱｲﾅ 高1

2124 瀧本帆乃佳 ﾀｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 高2
2125 林　　依茉 ﾊﾔｼ ｴﾏ 高2

2 花咲徳栄 373 村上　愛利 ﾑﾗｶﾐ ｱｲﾘ 高2
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 370 野本ひかる ﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ 高3

372 染谷　紫温 ｿﾒﾔ ｼｵﾝ 高2
371 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 高3

3 ＪＳＳ八王子 1220 石田　瑠海 ｲｼﾀﾞ ﾙｶ 高1
JSSﾊﾁｵｳｼ 1218 齊藤　涼夏 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 高3

1219 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 高2
1222 不破菜々子 ﾌﾜ ﾅﾅｺ 中3

4 東京ＳＣ 909 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高2
ﾄｳｷｮｳSC 913 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中3

908 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 高3
912 橋本季里香 ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ 高1

5 湘南工大附 1273 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 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

1271 大竹　梨乃 ｵｵﾀｹ ﾘﾉ 高3
1275 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高3

6 アクラブ調布 823 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 中3
AQLUB CH 828 能村　光咲 ﾉｳﾑﾗ ﾐｻｷ 中3

825 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 中3
822 石川　優希 ｲｼｶﾜ ﾕｷ 高3

7 南海ＤＣ 2672 濱家　未来 ﾊﾏｲｴ ﾐｷ 高1
ﾅﾝｶｲDC 2670 戒能　朝陽 ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ 高3

2673 井上　紗奈 ｲﾉｳｴ ｻﾅ 中3
2671 岩間　薫乃 ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ 高3

8 コナミ北浦和 450 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中2
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 451 藤縄　優花 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ 中2

449 志賀　美月 ｼｶﾞ ﾐﾂﾞｷ 高3
448 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 高3

9 須磨学園高校 2409 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 高2
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2407 堀上　綺良 ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ 高2

2406 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高3
2405 北井ひかり ｷﾀｲ ﾋｶﾘ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 東北 93 伊藤　　鈴 ｲﾄｳ ｽｽﾞ 高3

ﾄｳﾎｸ 高校 95 我妻　汐音 ﾜｶﾞﾂﾏ ｼｵﾝ 高2
94 赤石　朱李 ｱｶｲｼ ｼｭﾘ 高3
92 中園　千尋 ﾅｶｿﾞﾉ ﾁﾋﾛ 高3

1 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 709 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 高1
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 707 伊奈　美羽 ｲﾅ ﾐｳ 高3

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

2 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1066 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 高3
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1069 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 中3

1065 八木　美月 ﾔｷﾞ ﾐﾂｷ 高3
1068 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 高1

3 イトマン港北 1510 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 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

1511 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高2
1513 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 高2

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1455 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 高校 1453 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 高3

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 イ ト マ ン 2196 市地　颯華 ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ 高1
ｲﾄﾏﾝ 高校 2195 津田絵梨那 ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ 高1

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

6 ドーム巣鴨 1089 髙橋　萌加 ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ 高2
ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ 高校 1090 前田　なな ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 高1

1088 工藤　南海 ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 高2
1091 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 高1

7 ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 1564 松本　　萌 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ 高3
ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 高校 1567 肥尾　帆波 ﾋｵ ﾎﾅﾐ 高1

1566 赤津　麗沙 ｱｶﾂ ﾘｻ 高3
1565 梶ヶ谷咲楽 ｶｼﾞｶﾞﾔ ｻｸﾗ 高3

8 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 棄権
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ

9 椙山女学園高 1800 岩本奈那美 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅﾐ 高3
SUGIYAMA 高校 1804 小栁　麻衣 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 高1

1801 清水　結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 高3
1798 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高3
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