
第44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

大阪・東和薬品ラクタブドーム

日本記録   3:54.73
競技No. :  217 女子 4x100m メドレーリレー 予選

ＣＳ 大会記録   4:09.04

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

1組
0

1 320 大垣商業高校 岐  阜 1985 山田　陽月 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾂﾞｷ 高2 4:22.50
ｵｵｶﾞｷｼｮｳ 高校 1986 松岡　心萌 ﾏﾂｵｶ ｺﾉﾊ 高2

ＣＳ 1984 大川　日菜 ｵｵｶﾜ ﾋﾅ 高2
1983 清水　結菜 ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾅ 高3

2 336 大体大浪商 大  阪 2118 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 高1 4:22.01
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 2115 椋本　沙良 ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ 高2

ＣＳ 2117 岡田　結良 ｵｶﾀﾞ ﾕﾗ 高1
2114 仙坊　芽愛 ｾﾝﾎﾞｳ ﾁﾅﾘ 高3

3 288 城南静岡 静  岡 1701 岡﨑　美和 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾜ 高3 4:20.80
Jｼｽﾞｵｶ 高校 1703 柴本　真衣 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾏｲ 高2

ＣＳ 1700 増田　朱里 ﾏｽﾀﾞ ｱｶﾘ 高3
1702 八木　紀香 ﾔｷﾞ ﾉﾘｶ 高3

4 176 藤村ＳＳ 東  京 970 近藤ジュン ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 高2 4:20.44
ﾌｼﾞﾑﾗSS 一般 974 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 高1

ＣＳ 976 坂本　千紗 ｻｶﾓﾄ ﾁｻ 中3
969 堀籠ひなた ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ 高2

5 340 関大北陽 大  阪 2126 青井萌乃佳 ｱｵｲ ﾎﾉｶ 高1 4:20.47
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2124 霜中　優希 ｼﾓﾅｶ ﾕｳｷ 高3

ＣＳ 2123 瀧本真由佳 ﾀｷﾓﾄ ﾏﾕｶ 高3
2127 南　　緩菜 ﾐﾅﾐ ｶﾝﾅ 高1

6 405 コナミ西宮 兵  庫 2452 木村　陽香 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 中3 4:21.38
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 一般 2450 松本　悠里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 高1

ＣＳ 2449 三原梨紗子 ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ 高3
2451 浅尾萌々香 ｱｻｵ ﾓﾓｶ 高1

7 412 イトマン西神 兵  庫 2518 青木　海音 ｱｵｷ ﾐｵ 高1 4:22.41
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 一般 2517 二宮　陽凪 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ 高1

ＣＳ 2519 宮崎　若葉 ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ 中2
2516 吉田　芽生 ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 高2
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2組
0 63 コナミ北浦和 埼  玉 415 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高2 4:18.18

ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 一般 416 藤縄　優花 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ 高2
ＣＳ 417 小牧　彩音 ｺﾏｷ ｱﾔﾈ 中3

419 冨永　野意 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｲ 中3

1 430 五百木ＳＣ 愛  媛 2722 芝　　咲菜 ｼﾊﾞ ｻｷﾅ 高2 4:14.10
ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ 高校 2721 掛水　舞梨 ｶｹﾐｽﾞ ﾏｲﾘ 高3

ＣＳ 2719 秀野　亜耶 ｼｭｳﾉ ｱﾔ 高3
2720 岡本　美里 ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ 高3

2 11 盛岡南高校 岩  手 83 村田　萌生 ﾑﾗﾀ ﾒｸﾞﾐ 高1 4:13.02
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 82 鎌田　一穂 ｶﾏﾀﾞ ｲﾁﾎ 高3

ＣＳ 81 西澤　七海 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 高3
80 浅沼　芽依 ｱｻﾇﾏ ﾒｲ 高3

3 147 ｲﾄﾏﾝ東伏見 東  京 847 井口　詩音 ｲｸﾞﾁ ｼｵﾝ 高2 4:11.81
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 高校 845 藤井　乙葉 ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ 高3

ＣＳ 848 太田　　煌 ｵｵﾀ ｷﾗ 高1
846 松﨑　りん ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ 高2

4 372 枚方ＳＳ 大  阪 棄権
ﾋﾗｶﾀSS 一般

ＣＳ

5 88 スウィン鷲宮 埼  玉 535 佐々木美莉 ｻｻｷ ﾐﾘ 高1 4:08.42
SWﾜｼﾐﾔ 高校 534 廣瀬　　碧 ﾋﾛｾ ｱｵｲ 高2

ＣＳ 536 会沢　心唯 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾕ 高1
533 酒井　　凌 ｻｶｲ ﾘｮｳ 高3

6 285 ＳＡ松任 石  川 1666 伏屋　結月 ﾌｾﾔ ﾕﾂﾞｷ 高3 4:12.69
SAﾏｯﾄｳ 一般 1669 清水真奈江 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｴ 中2

ＣＳ 1668 斉藤菜々子 ｻｲﾄｳ ﾅﾅｺ 高1
1667 中川　まお ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｵ 高2

7 125 Nalu Aquatic 千  葉 717 森住咲百合 ﾓﾘｽﾞﾐ ｻﾕﾘ 中3 4:13.88
NaluAC 一般 716 宮下　紗伎 ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 高3

ＣＳ 715 宮本　帆風 ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ 高3
714 井戸　　茜 ｲﾄﾞ ｱｶﾈ 高3

8 313 豊川高 愛  知 1942 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 高1 4:17.02
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1944 谷口　　華 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ 高1

ＣＳ 1934 木村　日咲 ｷﾑﾗ ﾋｻｷ 高2
1933 石渡　　遥 ｲｼﾜﾀ ﾖｳ 高2

9 392 塚口ＳＳ 兵  庫 2389 西河　輝峰 ﾆｼｶﾜ ｷﾎ 高2 4:20.29
ﾂｶｸﾞﾁSS 高校 2388 小阪　愛音 ｺｻｶ ｱﾏﾈ 高3

ＣＳ 2391 前田　夏風 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ 高1
2392 中野　陽菜 ﾅｶﾉ ﾋﾅ 高1
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3組
0 302 中京大中京高 愛  知 1831 芳村　りこ ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ 高2 4:17.95

CHUKYO 高校 1829 太田ゆめの ｵｵﾀ ﾕﾒﾉ 高3
ＣＳ 1834 寺本帆乃香 ﾃﾗﾓﾄ ﾎﾉｶ 高1

1830 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 高3

1 290 浜名湖ＳＳ 静  岡 1751 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 高3 4:14.03
ﾊﾏﾅｺSS 一般 1754 伊藤　麻衣 ｲﾄｳ ﾏｲ 中3

ＣＳ 1753 松野　心咲 ﾏﾂﾉ ﾐｻｷ 高1
1752 山崎　萌音 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾉﾝ 高2

2 266 ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 神奈川 1515 木原　優衣 ｷﾊﾗ ﾕｲ 中2 4:12.95
ｻｷﾞﾇﾏSCS 一般 1513 髙橋　陽向 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ 高1

ＣＳ 1516 松波　海凪 ﾏﾂﾅﾐ ﾐﾅｷﾞ 中1
1514 澤﨑　舞衣 ｻﾜｻﾞｷ ﾏｲ 中3

3 21 常総学院 茨  城 183 阿部日奈多 ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ 高1 4:10.33
ｼﾞｮｳｿｳｶﾞ 高校 179 赤川　遥華 ｱｶｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 高3

ＣＳ 180 宮岡　萌衣 ﾐﾔｵｶ ﾒｲ 高2
182 鵜飼　真央 ｳｶﾞｲ ﾏｵ 高2

4 188 三菱養和ＳＳ 東  京 1029 木崎　京香 ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ 高3 4:06.12
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1033 堀　　晶那 ﾎﾘ ｱｷﾅ 高1

ＣＳ 1032 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 高2
1030 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 高3

5 143 ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳 千  葉 800 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 高2 4:08.40
ｾ-ﾐﾅﾐｷﾞｮ 一般 803 山川　璃子 ﾔﾏｶﾜ ﾘｺ 中2

ＣＳ 799 野田　佑風 ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ 高3
802 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 高2

6 277 ＳＡ柏崎 新  潟 棄権
SAｶｼﾜｻﾞｷ 一般

ＣＳ

7 219 NECGSC玉川 神奈川 1243 舘山このは ﾀﾃﾔﾏ ｺﾉﾊ 高2 4:13.20
NECGSC T 一般 1245 小畠優々美 ｵﾊﾞﾀｹ ﾕﾕﾐ 高1

ＣＳ 1246 大橋　一菜 ｵｵﾊｼ ﾋﾅ 中3
1244 村野　歌音 ﾑﾗﾉ ｶﾉﾝ 高2

8 350 イ ト マ ン 大  阪 2188 弘中　花音 ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ 高1 4:14.49
ｲﾄﾏﾝ 高校 2183 鍵本　彩夏 ｶｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 高2

ＣＳ 2185 長谷川葉月 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 高2
2184 吉井萌萌花 ﾖｼｲ ﾓﾓｶ 高2

9 399 イトマン神戸 兵  庫 2414 中澤　　葵 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ 高2 4:20.15
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 高校 2412 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 高2

ＣＳ 2413 森田　美友 ﾓﾘﾀ ﾐﾕ 高2
2415 板谷　紗瑛 ｲﾀﾀﾆ ｻｴ 高1

2021/08/26 10:18:03 SEIKO Swimming Results System Page 3

スタートリスト



第44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

大阪・東和薬品ラクタブドーム

日本記録   3:54.73
競技No. :  217 女子 4x100m メドレーリレー 予選

ＣＳ 大会記録   4:09.04

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

4組
0 74 スウィン大教 埼  玉 461 古俣　　桜 ｺﾏﾀ ｻｸﾗ 高2 4:17.85

SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 460 岡安　もえ ｵｶﾔｽ ﾓｴ 高2
ＣＳ 464 関根　倖彩 ｾｷﾈ ｺｳｻ 高1

463 水野　柚希 ﾐｽﾞﾉ ﾕｽﾞｷ 高1

1 240 ＳＡ新城 神奈川 棄権
SAｼﾝｼﾞｮｳ 一般

ＣＳ

2 347 太成学院大高 大  阪 2147 椎葉　汐音 ｼｲﾊﾞ ｼｵﾝ 高3 4:12.76
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2149 藤澤依里子 ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾘｺ 高3

ＣＳ 2150 杉山わか菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ 高3
2148 桝井　千佳 ﾏｽｲ ﾁｶ 高3

3 444 大野城ＳＣ 福  岡 2772 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 高2 4:08.53
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 高校 2771 熊川　菜穂 ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ 高2

ＣＳ 2774 牟田　　楓 ﾑﾀ ｶｴﾃﾞ 高1
2773 三村はるな ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ 高2

4 198 ﾙﾈｻﾝｽ東京 東  京 1122 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 高2 4:04.62
ﾙ･ﾄｳｷｮｳ 高校 1119 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 高3

ＣＳ 1121 徳永　結夢 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ 高2
1120 有川　萌結 ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ 高2

5 367 大阪水泳学校 大  阪 2253 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 高3 4:07.31
OSAKA.SG 高校 2256 田積帆乃果 ﾀﾂﾑ ﾎﾉｶ 高2

ＣＳ 2254 本田麻里奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ 高3
2255 中村　百恵 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｴ 高3

6 76 スウィン埼玉 埼  玉 棄権
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 一般

ＣＳ

7 231 コナミ林間 神奈川 1290 梅本　結奈 ｳﾒﾓﾄ ﾕﾅ 高1 4:13.05
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 高校 1291 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 高1

ＣＳ 1289 曽根　裟月 ｿﾈ ｻﾂｷ 高3
1292 鈴木　　遙 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 高1

8 438 ZEYO-ST 高  知 2753 山下　理子 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 高3 4:14.22
ZEYO-ST 高校 2755 西ノ内春々 ﾆｼﾉｳﾁ ｼｭﾉ 高2

ＣＳ 2754 前野　希和 ﾏｴﾉ ｷﾖﾘ 高3
2756 岩瀬　夕楓 ｲﾜｾ ﾕｳｶ 高1

9 326 京都外大西高 京  都 2048 大石　奈穂 ｵｵｲｼ ﾅﾎ 高2 4:19.61
KGN 高校 2043 八木　詩歩 ﾔｷﾞ ｼﾎ 高3

ＣＳ 2049 前田　結衣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 高1
2045 滝井　萌加 ﾀｷｲ ﾓｴｶ 高3
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