
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.141 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:32.31
ＣＳ                大会記録  3:41.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 イ ト マ ン 2622 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2625 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高2

2623 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 高3
2624 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高2

3 ATSC.YW 1729 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 高3
ATSC.YW 高校 1727 堀田明日香 ﾎﾘﾀ ｱｽｶ 高3

1733 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 高1
1732 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高2

4 コナミ西宮 2923 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 高2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2924 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 高1

2922 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高2
2921 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高3

5 コナミ北浦和 481 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 483 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高2

482 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高3
484 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 高2

6 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1700 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 高3
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1707 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中3

1705 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高1
1701 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 高2

7 京都文教高 2442 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 高1
K.Bunkyo 高校 2440 坂本　晴野 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾉ 高2

2441 古田奈津美 ﾌﾙﾀ ﾅﾂﾐ 高2
2439 西川　楓花 ﾆｼｶﾜ ﾌｳｶ 高3
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競技No.141 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:32.31
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 天童ＳＳ 180 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 中3

ﾃﾝﾄﾞｳSS 177 髙梨由佳理 ﾀｶﾅｼ ﾕｶﾘ 高2
175 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 高3
179 柴崎ひなた ｼﾊﾞｻｷ ﾋﾅﾀ 中3

2 八幡浜ＳＣ 3260 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 高1
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 3261 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高1

3262 菊地　真碧 ｷｸﾁ ﾏﾐ 中3
3263 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 中3

3 椙山女学園高 2170 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 高1
SUGIYAMA 高校 2166 髙橋　　歩 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 高2

2168 清水　結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 高2
2165 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高2

4 須磨学園高校 2856 前田　美玖 ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ 高2
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2858 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高2

2855 西　　藍霞 ﾆｼ ｱｲｶ 高3
2857 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高2

5 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1803 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 中3
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 1800 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高1

1801 村上　夏帆 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ 高1
1798 渡辺　佳菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 高3

6 ＢＩＧ棒屋 2122 中村菜々穂 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾎ 中3
BIGﾎﾞｳﾔ 中学 2124 山田　茅帆 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ 中1

2123 鈴木　志保 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 中2
2121 山田　花帆 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 中3

7 湘南工大附 棄権
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校

8 ＪＳＳ八王子 1406 木谷りのか ｷﾔ ﾘﾉｶ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 1409 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 高1

1410 石田　瑠海 ｲｼﾀﾞ ﾙｶ 中3
1407 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｽｳｨﾝ春日部 689 角野　優莉 ｶｸﾉ ﾕｳﾘ 中1

SWｶｽｶﾍﾞ 中学 687 髙桑　美咲 ﾀｶｸﾜ ﾐｻｷ 中3
688 寺島くるみ ﾃﾗｼﾏ ｸﾙﾐ 中1
686 植竹　　遥 ｳｴﾀｹ ﾊﾙｶ 中3

2 太成学院大高 2572 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2574 今西　良子 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳｺ 高2

2570 是枝　未来 ｺﾚｴﾀﾞ ﾐｸ 高3
2573 岡井谷美咲 ｵｶｲﾀﾆ ﾐｻｷ 高3

3 武蔵野 894 有賀　寧々 ｱﾙｶﾞ ﾈﾈ 高2
ﾑｻｼﾉ 高校 893 埜口　優衣 ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 高2

892 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 高3
895 玉置　寧々 ﾀﾏｵｷ ﾈﾈ 高1

4 東京ＳＣ 1058 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 1060 橋本季里香 ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ 中3

1055 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 高2
1062 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中2

5 MGニッシン 3021 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中3
MGﾆｯｼﾝ 3020 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中3

3018 中谷　　光 ﾅｶﾀﾆ ﾋｶﾘ 高2
3019 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 中3

6 藤村ＳＳ 1110 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 1113 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高2

1112 宮本　理紗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 高2
1111 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 高3

7 枚方ＳＳ 2770 中村　舞羽 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲﾊ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 2768 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 高1

2767 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 高2
2766 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 高2

8 東京ＤＣ桜台 1330 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 中3
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 1327 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高1

1331 風祭　結愛 ｶｻﾞﾏﾂﾘ ﾕｲｱ 中3
1328 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高1

Page: 3/4 Printing: 2018/03/29 10:47:30

大  阪

東  京

加　盟

埼  玉

大  阪

東  京

東  京

奈  良

東  京



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.141 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:32.31
ＣＳ                大会記録  3:41.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ＩＳＣ飯田 1896 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 高1

ISCｲｲﾀﾞ 1895 桜井　莉伽 ｻｸﾗｲ ﾘｶ 高2
1899 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 中2
1898 小田切海空 ｺﾀｷﾞﾘ ﾐｸ 高1

2 とこはＳＳ 2105 松永　爽羽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 中3
ﾄｺﾊSS 2103 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 高2

2102 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 高3
2104 毎熊　　明 ﾏｲｸﾏ ﾒｲ 高1

3 イトマン港北 1776 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高1
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 高校 1775 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高1

1774 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 高1
1777 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 高1

4 スウィン大教 538 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 541 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高1

540 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高2
543 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高1

5 豊川高 2345 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2348 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高1

2343 鈴木　理奈 ｽｽﾞｷ ｵｻﾅ 高2
2347 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高2

6 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1220 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中3
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1214 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 高3

1218 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 高2
1219 松井　遥苗 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾅ 高2

7 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 820 梅澤　麻友 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾕ 高3
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 824 青島那有姫 ｱｵｼﾏ ﾅﾕｷ 高1

825 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 中3
823 込山　　瞳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 高2

8 ＳＡ新城 1594 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 中1
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1591 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高2

1593 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 高1
1592 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 高2
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