
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.207 女子   4x100m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  3:36.52
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 名鉄Ｓ新瀬戸 1924 村越はなね ﾑﾗｺｼ ﾊﾅﾈ 中2

ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 中学 1925 久保田純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 中2
1923 佐藤　里帆 ｻﾄｳ ﾘﾎ 中2
1926 荻原　美晴 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾊﾙ 中2

1 相模原ＤＣ 1333 江藤　瑠奈 ｴﾄｳ ﾙﾅ 中3
ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学 1332 柳沢　夏紀 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾂｷ 中3

1335 小岩　采加 ｺｲﾜ ｱﾔｶ 中2
1334 鈴木　玲奈 ｽｽﾞｷ ﾚﾅ 中2

2 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1055 岡村　梨香 ｵｶﾑﾗ ﾘｶ 中2
AQLUB HO 中学 1052 堀　結布花 ﾎﾘ ﾕｳｶ 中2

1054 ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ芽生 ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ ﾒｲ 中2
1053 三浦　帆翔 ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ 中2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 1416 溝口　歩優 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾕ 中1
ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 中学 1413 小濱　瑠華 ｺﾊﾏ ﾙｶ 中2

1414 吉川こみち ｷｯｶﾜ ｺﾐﾁ 中2
1415 兼松　さや ｶﾈﾏﾂ ｻﾔ 中2

4 ナントＳＣ 1651 吉江　桃香 ﾖｼｴ ﾓﾓｶ 中2
ﾅﾝﾄSC 中学 1653 平野　佐季 ﾋﾗﾉ ｻｷ 中2

1652 丸山　にこ ﾏﾙﾔﾏ ﾆｺ 中2
1650 宮本　紗寧 ﾐﾔﾓﾄ ｽｽﾞﾈ 中3

5 藤村ＳＳ 963 山﨑　千瑶 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖｳ 中3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 965 近藤ジュン ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 中2

967 小林　史奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾅ 中2
964 堀籠ひなた ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ 中2

6 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 621 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 中3
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 中学 622 前田沙也佳 ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 中2

624 上楽　はな ｼﾞｮｳﾗｸ ﾊﾅ 中2
623 岡田　星理 ｵｶﾀﾞ ｷﾗﾘ 中2

7 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 737 乙川　彩花 ｵﾄｶﾞﾜ ｻﾔｶ 中3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 740 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 中2

736 野田　佑風 ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ 中3
742 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 中2

8 ｲﾄﾏﾝ東伏見 814 松﨑　りん ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 812 藤井　乙葉 ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ 中3

813 板垣こころ ｲﾀｶﾞｷ ｺｺﾛ 中2
815 井口　詩音 ｲｸﾞﾁ ｼｵﾝ 中2

9 ＢＩＧ棒屋 1751 山田　茅帆 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ 中2
BIGﾎﾞｳﾔ 中学 1749 根岸　碧葉 ﾈｷﾞｼ ｱｵﾊﾞ 中2

1750 平松　沙菜 ﾋﾗﾏﾂ ｻﾅ 中2
1748 井口　萌渚 ｲｸﾞﾁ ﾓｱﾅ 中3
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2組
0 大野城ＳＣ 2702 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 中2

ｵｵﾉｼﾞｮｳ 中学 2700 小山田季未 ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ 中3
2703 三村はるな ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ 中2
2704 下川　はな ｼﾓｶﾜ ﾊﾅ 中2

1 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1403 椿　　海優 ﾂﾊﾞｷ ﾐﾕ 中2
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1401 鹿取　初姫 ｶﾄﾘ ﾊﾂｷ 中3

1402 中西香保鈴 ﾅｶﾆｼ ｶｵﾘ 中2
1404 市島　花音 ｲﾁｼﾏ ｶﾉﾝ 中2

2 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1462 野井　珠稀 ﾉｲ ﾀﾏｷ 中2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1459 安西　琴美 ｱﾝｻﾞｲ ｺﾄﾐ 中3

1460 森下　夏蓮 ﾓﾘｼﾀ ｶﾚﾝ 中2
1461 水野　　響 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ 中2

3 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1070 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1073 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 中2

1072 徳永　結夢 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ 中2
1071 飯島　夕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 中2

4 枚方ＳＳ 2330 筒井　陽香 ﾂﾂｲ ﾊﾙｶ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2331 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 中2

2327 中村　寧嶺 ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ 中3
2329 梶本　一花 ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 中3

5 三菱養和ＳＳ 1036 菊池　　晴 ｷｸﾁ ﾊﾙ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1034 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 中2

1035 山田奈央子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 中2
1033 葛原　　舞 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏｲ 中2

6 スウィン大宮 389 本田　遥香 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 中3
SWｵｵﾐﾔ 中学 390 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 中3

392 稲荷山　空 ｲﾅﾘﾔﾏ ｿﾗ 中2
391 中嶋　珠葵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾏｷ 中2

7 東京ＳＣ 920 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 中学 918 丹治美奈子 ﾀﾝｼﾞ ﾐﾅｺ 中2

919 上垣こころ ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ 中1
914 佐藤　梨央 ｻﾄｳ ﾘｵ 中3

8 アクラブ調布 826 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 中3
AQLUB CH 中学 827 占部　凜奈 ｳﾗﾍﾞ ﾘﾝﾅ 中3

831 石毛　歩果 ｲｼｹﾞ ﾎﾉｶ 中2
829 角田　鈴音 ﾂﾉﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 中3

9 ｽｳｨﾝ春日部 613 角野　優莉 ｶｸﾉ ﾕｳﾘ 中2
SWｶｽｶﾍﾞ 中学 610 山畔　　希 ﾔﾏｸﾛ ﾉｿﾞﾐ 中3

611 寺島くるみ ﾃﾗｼﾏ ｸﾙﾐ 中2
612 植村　仁胡 ｳｴﾑﾗ ﾆｺ 中2
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