
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.115 女子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:36.74
１３～１４歳        大会記録  3:53.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ＢＩＧ棒屋 1742 中村菜々穂 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾎ 中3
BIGﾎﾞｳﾔ 中学 1744 鈴木　志保 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 中2

1743 小粥　彩加 ｵｶﾞｲ ｱﾔｶ 中3
1745 井口　萌渚 ｲｸﾞﾁ ﾓｱﾅ 中2

2 枚方ＳＳ 2342 中村　舞羽 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲﾊ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2347 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 中1

2346 筒井　陽香 ﾂﾂｲ ﾊﾙｶ 中1
2343 初田　沙希 ﾊﾂﾀﾞ ｻｷ 中3

3 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1489 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 中3
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 中学 1492 伊藤　優真 ｲﾄｳ ﾕﾏ 中2

1488 吉田　琉七 ﾖｼﾀﾞ ﾙﾅ 中3
1491 須田　彩叶 ｽﾀﾞ ｻﾔｶ 中2

4 アクラブ調布 824 石毛　歩果 ｲｼｹﾞ ﾎﾉｶ 中1
AQLUB CH 中学 821 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 中2

820 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 中2
819 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 中2

5 MGニッシン 2526 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中3
MGﾆｯｼﾝ 中学 2527 川西　沙季 ｶﾜﾆｼ ｻｷ 中1

2525 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中3
2528 南田　柚羽 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 中1

6 ＪＳＳ比良 1890 宮脇　礼依 ﾐﾔﾜｷ ﾚｲ 中3
JSSﾋﾗ 中学 1892 小林　柚月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 中3

1891 山田沙弥香 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ 中3
1893 丸山　莉奈 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ 中2

7 いずみ能登川 2036 石橋　美夜 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾔ 中2
IZUMI 21 中学 2038 中小路日菜 ﾅｶｺｳｼﾞ ﾋﾅ 中2

2037 山本　真矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾔ 中2
2039 小島明日香 ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ 中2

8 名古屋ＳＣ 1840 服部あかり ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾘ 中2
ﾅｺﾞﾔSC 中学 1841 亀井　千寛 ｶﾒｲ ﾁﾋﾛ 中2

1839 伊与田寧々 ｲﾖﾀﾞ ﾈﾈ 中3
1843 中川　果音 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 中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.115 女子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:36.74
１３～１４歳        大会記録  3:53.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1035 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中1

ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1033 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 中2
1034 鈴木　麻央 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 中2
1032 斉藤愛梨亜 ｻｲﾄｳ ｱﾘｱ 中2

1 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1409 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中3
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1408 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 中3

1405 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 中3
1410 岩原和可納 ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ 中2

2 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1212 徳永　香鈴 ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾘﾝ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾁｭ 中学 1211 市川　紅里 ｲﾁｶﾜ ｱｶﾘ 中3

1213 沢瀬　千咲 ｻﾜｾ ﾁｻ 中2
1215 伊藤　琴羽 ｲﾄｳ ｺﾄﾊ 中2

3 NECGSC溝の口 1516 平　陽菜子 ﾀｲﾗ ﾋﾅｺ 中3
NECGSC M 中学 1519 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 中2

1514 打田　優希 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 中3
1517 加納　莉帆 ｶﾉｳ ﾘﾎ 中3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 593 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中3
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 中学 592 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 中3

595 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 中2
596 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 中2

5 スウィン熊谷 377 正谷　瑶姫 ﾏｻﾀﾆ ﾀﾏｷ 中1
SWｸﾏｶﾞﾔ 中学 378 秋山菜々花 ｱｷﾔﾏ ﾅﾅｶ 中1

376 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 中2
375 蓮原　愛実 ﾊｽﾊﾗ ﾏﾅﾐ 中2

6 ｽｳｨﾝ南越谷 562 平原ここの ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾉ 中3
SWﾅﾝｺｼ 中学 563 臼田ゆらら ｳｽﾀﾞ ﾕﾗﾗ 中2

564 足立佳乃子 ｱﾀﾞﾁ ｶﾉｺ 中2
565 菅谷　真滉 ｽｶﾞﾀﾆ ﾏﾋﾛ 中1

7 ＳＡ松任 1673 安井　桃香 ﾔｽｲ ﾓﾓｶ 中3
SAﾏｯﾄｳ 中学 1675 長戸　未羽 ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ 中2

1676 中川　まお ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｵ 中1
1674 伏屋　結月 ﾌｾﾔ ﾕﾂﾞｷ 中2

8 ＫＬ春日井 1876 中村　光桜 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ 中2
KLｶｽｶﾞｲ 中学 1874 吉田　梨乃 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ 中3

1875 丹羽　奏絵 ﾆﾜ ｶﾅｴ 中2
1877 芳村　りこ ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ 中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.115 女子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:36.74
１３～１４歳        大会記録  3:53.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 塚口ＳＳ 2436 西本　　怜 ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ 中3

ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2435 小川　桃香 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 中3
2434 足立　理音 ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ 中3
2433 北山ひより ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ 中3

1 SW大教大宮東 384 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 中3
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 中学 386 園部りのあ ｿﾉﾍﾞ ﾘﾉｱ 中1

387 阿久戸瑞希 ｱｸﾄ ﾐｽﾞｷ 中1
385 松本実菜代 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅﾖ 中2

2 スウィン大教 450 増田　聖乃 ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾉ 中3
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 454 古俣　　桜 ｺﾏﾀ ｻｸﾗ 中1

451 本田　遥香 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 中2
452 相馬さくら ｿｳﾏ ｻｸﾗ 中2

3 スウィン坂戸 544 今井　理央 ｲﾏｲ ﾘｵ 中3
ｽｳｨﾝｻｶﾄﾞ 中学 546 公地　七海 ｺｳﾁ ﾅﾅﾐ 中2

545 清水　映花 ｼﾐｽﾞ ｴｲｶ 中2
547 野原麻里菜 ﾉﾊﾗ ﾏﾘﾅ 中2

4 東京ＳＣ 902 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 901 橋本季里香 ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ 中3

904 畑尾　百乃 ﾊﾀｵ ﾓﾓﾉ 中2
906 阿部　　澪 ｱﾍﾞ ﾐｵ 中1

5 マリーン鹿本 2828 牛島　未空 ｳｼｼﾞﾏ ﾐｸ 中2
ﾏﾘｰﾝｶﾓﾄ 中学 2825 廣瀬　文乃 ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ 中3

2827 酒井　胡春 ｻｹｲ ｺﾊﾙ 中3
2826 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 中3

6 ｽｳｨﾝ東松山 586 武井　柚月 ﾀｹｲ ﾕｽﾞ 中3
SWﾋｶﾞｼﾏﾂ 中学 589 野澤　優意 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳｲ 中2

588 髙井麻里衣 ﾀｶｲ ﾏﾘｲ 中2
587 森田　るな ﾓﾘﾀ ﾙﾅ 中2

7 真庭SC 2612 谷口　葉奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ 中2
ﾏﾆﾜSC 中学 2611 大垣　雛乃 ｵｵｶﾞｷ ﾋﾅﾉ 中2

2614 樋口　康子 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽｺ 中2
2613 市　有優美 ｲﾁ ｱﾕﾐ 中2

8 大阪水泳学校 2310 中村　百恵 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｴ 中2
OSAKA.SG 中学 2309 稲岡　莉那 ｲﾅｵｶ ﾘﾀ 中2

2305 堀井　紀沙 ﾎﾘｲ ｷｻ 中3
2307 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 中2
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