
第41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.175 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:31.68
ＣＳ                  大会記録  3:41.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 椙山女学園高 2123 伊與田寧々 ｲﾖﾀﾞ ﾈﾈ 高1

SUGIYAMA 高校 2120 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 高2
2117 玉置　真子 ﾀﾏｵｷ ﾏｺ 高2
2118 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 高2

2 東京ＤＣ桜台 1293 風祭　結愛 ｶｻﾞﾏﾂﾘ ﾕｲｱ 高1
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 高校 1289 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高2

1290 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高2
1292 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高1

3 和歌山北高校 3060 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 3059 山﨑　　光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 高3

3062 藤本　天海 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾏﾐ 高2
3063 森　　愛菜 ﾓﾘ ｱｲﾅ 高1

4 イ ト マ ン 2593 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高3
ｲﾄﾏﾝ 2595 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高2

2596 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高2
2599 谷川亜華葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ 中3

5 東京ＳＣ 1047 橋本季里香 ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 1044 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 高3

1046 木下　笑碧 ｷﾉｼﾀ ｴﾐﾙ 高1
1049 佐藤　梨央 ｻﾄｳ ﾘｵ 中3

6 愛み大瑞穂高 2113 戸田　菜月 ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1
MIZUHO 高校 2115 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 高1

2114 中尾　　唯 ﾅｶｵ ﾕｲ 高1
2112 水谷　　楓 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 高2

7 ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 1771 天野　百望 ｱﾏﾉ ﾓﾓ 高1
ｻｷﾞﾇﾏSCS 1770 篠田　沙彩 ｼﾉﾀﾞ ｻｱﾔ 高2

1769 黒金　万紘 ｸﾛｶﾞﾈ ﾏﾋﾛ 高3
1772 小坂あかり ｺｻｶ ｱｶﾘ 中3

8 マリーン鹿本 3437 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 高1
ﾏﾘｰﾝｶﾓﾄ 3439 髙森　愛子 ﾀｶﾓﾘ ｱｲｺ 中2

3438 牛島　未空 ｳｼｼﾞﾏ ﾐｸ 中3
3436 廣瀬　文乃 ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ 高1
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第41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.175 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:31.68
ＣＳ                  大会記録  3:41.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 太成学院大高 2542 大林向日葵 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾜﾘ 高2

ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2544 七牟禮友希 ﾅﾅﾑﾚ ﾕｷ 高1
2543 寺西　香凜 ﾃﾗﾆｼ ｶﾘﾝ 高2
2545 小原　天那 ｺﾊﾗ ﾃﾝﾅ 高1

2 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 825 青島那有姫 ｱｵｼﾏ ﾅﾕｷ 高2
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 826 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 高1

827 清水亜梨沙 ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ 中3
824 込山　　瞳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 高3

3 豊川高 2303 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2301 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 高2

2304 杉山　樺音 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ 高1
2302 東　みずき ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 高2

4 東京ドーム 1321 宮下　　梅 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾒ 高1
T.ﾄﾞｰﾑ 1320 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 高1

1322 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 高1
1323 二宮　歌梨 ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ 中2

5 天童ＳＳ 184 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 高1
ﾃﾝﾄﾞｳSS 183 柴崎ひなた ｼﾊﾞｻｷ ﾋﾅﾀ 高1

187 松浦　百愛 ﾏﾂｳﾗ ﾄｱ 中2
182 松浦　心叶 ﾏﾂｳﾗ ｺﾉｶ 高2

6 ＫＴＶ豊中 2642 松井ちづか ﾏﾂｲ ﾁﾂﾞｶ 高3
KTVﾄﾖﾅｶ 高校 2640 田中亜衣里 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 高3

2641 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ 高3
2643 古八　優季 ﾌﾙﾊﾁ ﾕｷ 高3

7 Nb 3501 仮屋　美邑 ｶﾘﾔ ﾐｻﾄ 高3
aaNb 3503 山下ひなた ﾔﾏｼﾀ ﾋﾅﾀ 中3

3504 有村　咲希 ｱﾘﾑﾗ ｻｷ 中3
3502 中島　祐佳 ﾅｶｼﾏ ﾕｶ 高1

8 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1761 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 高1
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 高校 1758 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高2

1759 村上　夏帆 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ 高2
1760 杉山　凜菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾘﾅ 高2
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第41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.175 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:31.68
ＣＳ                  大会記録  3:41.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 中京大中京高 2158 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高1

CHUKYO 高校 2156 中間　海菜 ﾅｶﾏ ﾐﾅ 高1
2157 岩村　夏佳 ｲﾜﾑﾗ ﾅﾂｶ 高1
2155 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高2

2 イトマン港北 1733 桑原　美優 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 中3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1731 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2

1730 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高2
1732 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 高2

3 ＳＡ新城 1547 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 中2
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1543 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 高3

1544 神坂　詩音 ｶﾐｻｶ ｼｵﾝ 高3
1546 早川さくら ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ 中3

4 須磨学園高校 2847 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2846 前田　美玖 ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ 高3

2851 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 高2
2848 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高3

5 コナミ北浦和 490 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中2
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 489 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高3

494 柴田　結衣 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 小6
492 藤縄　優花 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ 中2

6 市尼崎高 2831 三木　怜奈 ﾐｷ ﾚｲﾅ 高1
ICHIAMA 高校 2830 皆見　香琳 ﾐﾅﾐ ｶﾘﾝ 高2

2829 金子はづき ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ 高2
2828 大野なな実 ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ 高2

7 京都踏水会 2449 諸橋　光咲 ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ 中3
ﾄｳｽｲｶｲ 2446 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高2

2448 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高1
2447 宮本　優海 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ 高1

8 湘南工大附 1417 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1419 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高3

1422 成井こころ ﾅﾙｲ ｺｺﾛ 高1
1420 関口　風香 ｾｷｸﾞﾁ ﾌｳｶ 高2

Page: 3/4 Printing: 2019/03/29 13:31:52

京  都

神奈川

加　盟

愛  知

神奈川

神奈川

兵  庫

埼  玉

兵  庫



第41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.175 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:31.68
ＣＳ                  大会記録  3:41.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ＳＡトム 1369 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 高2

SAﾄﾑ 1372 久保満里奈 ｸﾎﾞ ﾏﾘﾅ 中3
1370 志村　一沙 ｼﾑﾗ ｶｽﾞｻ 高2
1368 忽那　結羽 ｸﾂﾅ ﾕｳ 高3

2 イトマン京都 2481 松下奈那香 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾅｶ 高2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 高校 2483 山本こゆき ﾔﾏﾓﾄ ｺﾕｷ 高1

2482 山岸　真尋 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾋﾛ 高2
2480 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高3

3 MGニッシン 3042 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 高1
MGﾆｯｼﾝ 3043 川西　沙季 ｶﾜﾆｼ ｻｷ 中2

3041 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 高1
3040 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 高1

4 スウィン大教 539 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 541 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高2

538 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高3
536 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高3

5 枚方ＳＳ 2743 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 高3
ﾋﾗｶﾀSS 2744 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 高2

2742 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 高3
2747 宇野　莉奈 ｳﾉ ﾘﾅ 中3

6 八幡浜ＳＣ 3262 三嶋　　拓 ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ 中3
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 3261 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 高1

3259 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 高2
3260 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高2

7 コナミ西宮 2927 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2930 北口沙央梨 ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ 高2

2928 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 高3
2929 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 高2

8 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1678 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 高1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 高校 1675 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 高1

1674 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高2
1677 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 高1
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