
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.139 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:32.31
１３～１４歳        大会記録  3:47.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 スウィン熊谷 451 正谷　瑶姫 ﾏｻﾀﾆ ﾀﾏｷ 中1
SWｸﾏｶﾞﾔ 中学 452 秋山菜々花 ｱｷﾔﾏ ﾅﾅｶ 中1

450 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 中2
449 蓮原　愛実 ﾊｽﾊﾗ ﾏﾅﾐ 中2

4 アクラブ調布 957 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 中2
AQLUB CH 中学 959 石毛　歩果 ｲｼｹﾞ ﾎﾉｶ 中1

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

5 東京ＳＣ 1061 大和田美優 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾕ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1064 今井　優奈 ｲﾏｲ ﾕｳﾅ 中1

1063 佐藤　梨央 ｻﾄｳ ﾘｵ 中2
1065 阿部　　澪 ｱﾍﾞ ﾐｵ 中1
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東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.139 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:32.31
１３～１４歳        大会記録  3:47.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 アピア富山 2014 松尾　優里 ﾏﾂｵ ﾕｳﾘ 中2

ｱﾋﾟｱﾄﾔﾏ 中学 2012 越智　夏織 ｵﾁ ｶｵﾘ 中2
2015 梅沢　星奈 ｳﾒｻﾞﾜ ｾﾅ 中1
2013 岩澤　　愛 ｲﾜｻﾞﾜ ｱｲ 中2

2 セントラル泉 117 渡辺　　杏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝ 中1
ｾ･ｲｽﾞﾐ 中学 114 安藤　琴音 ｱﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾈ 中2

115 木口　真優 ｷｸﾞﾁ ﾏﾕ 中2
116 高橋　実花 ﾀｶﾊｼ ﾐｶ 中1

3 枚方ＳＳ 2774 筒井　陽香 ﾂﾂｲ ﾊﾙｶ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2775 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 中1

2771 中村　寧嶺 ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ 中2
2773 梶本　一花 ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 中2

4 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 702 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 中学 706 上楽　はな ｼﾞｮｳﾗｸ ﾊﾅ 中1

701 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 中2
704 前田沙也佳 ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 中1

5 ＳＧＣ・佐野 291 渡邉　夢万 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾏ 中2
SGC 中学 293 船渡川優衣 ﾌﾅﾄｶﾞﾜ ﾕｲ 中2

292 林　　愛音 ﾊﾔｼ ｱｲﾈ 中2
290 増山　莉果 ﾏｽﾔﾏ ﾘｶ 中2

6 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 845 乙川　彩花 ｵﾄｶﾞﾜ ｻﾔｶ 中2
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 846 今泉　日那 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾅ 中1

848 高梨　愛花 ﾀｶﾅｼ ﾏﾅｶ 中1
847 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 中1

7 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 721 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 中1
ｾ･ｳﾗﾔｽ 中学 719 池野　紫音 ｲｹﾉ ｼｵﾝ 中2

718 野田　佑風 ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ 中2
720 魚住　奈那 ｳｵｽﾞﾐ ﾅﾅ 中1
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スタートリスト

競技No.139 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:32.31
１３～１４歳        大会記録  3:47.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 2941 貴島風海香 ｷｼﾞﾏ ﾌｳｶ 中2

ﾙ･ｺｳﾍﾞ 中学 2942 松本　　涼 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 中2
2940 大橋　鈴羅 ｵｵﾊｼ ﾚｲﾗ 中2
2943 片山　珠里 ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 中1

2 名鉄Ｓ新瀬戸 2307 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 中2
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 中学 2310 荻原　美晴 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾊﾙ 中1

2309 久保田純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 中1
2308 村越はなね ﾑﾗｺｼ ﾊﾅﾈ 中1

3 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1708 岩原和可納 ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ 中2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1712 野井　珠稀 ﾉｲ ﾀﾏｷ 中1

1709 安西　琴美 ｱﾝｻﾞｲ ｺﾄﾐ 中2
1710 森下　夏蓮 ﾓﾘｼﾀ ｶﾚﾝ 中1

4 ドーム巣鴨 1245 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 中2
ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ 中学 1246 荒木　金華 ｱﾗｷ ｷﾝｶ 中2

1247 二宮　歌梨 ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ 中1
1248 伊井　直美 ｲｲ ﾅｵﾐ 中1

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1223 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1222 鈴木　麻央 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 中2

1221 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 中2
1226 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 中1

6 富山ＳＣ 1987 仲井　美玖 ﾅｶｲ ﾐｸ 中2
ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ 中学 1985 川縁　　茜 ｶﾜﾍﾞﾘ ｱｶﾈ 中2

1988 橋森　海里 ﾊｼﾓﾘ ﾐｻﾄ 中2
1984 堀　　優花 ﾎﾘ ﾕｳｶ 中2

7 スウィン大宮 407 本田　遥香 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 中2
SWｵｵﾐﾔ 中学 405 松原　聖奈 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾅ 中2

408 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 中2
409 稲荷山　空 ｲﾅﾘﾔﾏ ｿﾗ 中1

8

Page: 3/4 Printing: 2018/03/29 10:47:04

埼  玉

加　盟

兵  庫

愛  知

神奈川

東  京

東  京

富  山



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     
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東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.139 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:32.31
１３～１４歳        大会記録  3:47.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 京都踏水会 2483 諸橋　光咲 ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ 中2

ﾄｳｽｲｶｲ 中学 2484 武田とぼり ﾀｹﾀﾞ ﾄﾎﾞﾘ 中1
2486 日髙　藍里 ﾋﾀﾞｶ ｱｲﾘ 中1
2485 渡会　美琴 ﾜﾀﾗｲ ﾐｺﾄ 中1

2 ＳＡトム 1419 恒石くるみ ﾂﾈｲｼ ｸﾙﾐ 中2
SAﾄﾑ 中学 1418 志村　二海 ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ 中2

1422 大森　優花 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｶ 中1
1420 金丸英里奈 ｶﾈﾏﾙ ｴﾘﾅ 中2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1445 待井ひなた ﾏﾁｲ ﾋﾅﾀ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾁｭ 中学 1441 徳永　香鈴 ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾘﾝ 中2

1442 沢瀬　千咲 ｻﾜｾ ﾁｻ 中2
1443 内藤　万愛 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ 中2

4 三菱養和ＳＳ 1171 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1168 木崎　京香 ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ 中2

1169 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 中2
1172 山田奈央子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 中1

5 ATSC.YW 1736 水上　夏鈴 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾘﾝ 中2
ATSC.YW 中学 1734 宮下　佳純 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾐ 中2

1737 金澤萌々香 ｶﾅｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 中2
1735 堀田瑛梨香 ﾎﾘﾀ ｴﾘｶ 中2

6 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1195 岡村　梨香 ｵｶﾑﾗ ﾘｶ 中1
AQLUB HO 中学 1193 堀　結布花 ﾎﾘ ﾕｳｶ 中1

1194 ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ芽生 ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ ﾒｲ 中1
1192 高山　采夏 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 中2

7 ナントＳＣ 2006 平野　佐季 ﾋﾗﾉ ｻｷ 中1
ﾅﾝﾄSC 中学 2005 丸山　にこ ﾏﾙﾔﾏ ﾆｺ 中1

2004 吉江　桃香 ﾖｼｴ ﾓﾓｶ 中1
2003 宮本　紗寧 ﾐﾔﾓﾄ ｽｽﾞﾈ 中2

8 いずみ能登川 2431 中小路日菜 ﾅｶｺｳｼﾞ ﾋﾅ 中2
IZUMI 21 中学 2430 山本　真矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾔ 中2

2432 小島明日香 ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ 中2
2429 石橋　美夜 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾔ 中2
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