
第42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     
                                                  
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   3組 日本記録  3:36.17
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 イトマン神戸 2548 森田　美友 ﾓﾘﾀ ﾐﾕ 中3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 中学 2551 吉村　安珠 ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ 中2

2549 中澤　　葵 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ 中3
2550 青野　鈴夏 ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ 中2

2 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1040 岡村　梨香 ｵｶﾑﾗ ﾘｶ 中3
AQLUB HO 中学 1043 萩原　彩友 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕ 中1

1041 萩原　麻乃 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｻﾉ 中2
1042 鈴木　泉美 ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ 中1

3 スウィン大宮 397 稲荷山　空 ｲﾅﾘﾔﾏ ｿﾗ 中3
SWｵｵﾐﾔ 中学 400 粕谷　寧々 ｶｽﾔ ﾈﾈ 中1

399 中野　　悠 ﾅｶﾉ ﾊﾙｶ 中2
398 澁澤　亜弥 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔ 中3

4 Nagatsuta.SC 1486 鈴木　琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 中2
ﾅｶﾞﾂﾀSC 中学 1487 守谷　希波 ﾓﾘﾔ ﾉﾉﾊ 中2

1485 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 中2
1488 庄司　茉白 ｼｮｳｼﾞ ﾏｼﾛ 中2

5 天童ＳＳ 169 松浦　百愛 ﾏﾂｳﾗ ﾄｱ 中3
ﾃﾝﾄﾞｳSS 中学 170 長岡　愛海 ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾐ 中2

168 小原希々颯 ｵﾊﾞﾗ ﾉﾉｶ 中3
171 松坂　星夏 ﾏﾂｻﾞｶ ｾﾅ 中1

6 枚方SS牧野 2405 伊藤　陽菜 ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ 中2
ﾋﾗｶﾀﾏｷﾉ 中学 2404 飯坂　桃愛 ｲｲｻｶ ﾓﾓｱ 中2

2406 結城　杏奈 ﾕｳｷ ｱﾝﾅ 中2
2407 島津　花彩 ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙｱ 中1

7 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 775 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 中3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 776 辻岡　万凛 ﾂｼﾞｵｶ ﾏﾘﾝ 中2

773 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 中3
777 佐藤　瑠菜 ｻﾄｳ ﾙﾅ 中2
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第42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     
                                                  
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   3組 日本記録  3:36.17
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

1 イ ト マ ン 2305 林田　波音 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾉ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2303 金　　恵媛 ｷﾝ ﾋｴﾝ 中2

2304 樋口　承子 ﾋｸﾞﾁ ｺﾄｺ 中2
2301 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 中2

2 ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬 885 澤　　響花 ｻﾜ ｷｮｳｶ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙｷﾖｾ 中学 882 古井丸涼香 ｺｲﾏﾙ ﾘｮｳｶ 中3

883 髙﨑　優奈 ﾀｶｻｷ ﾕｳﾅ 中2
884 福島　可織 ﾌｸｼﾏ ｶｵﾘ 中2

3 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1508 野井　珠稀 ﾉｲ ﾀﾏｷ 中3
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1506 水野　　響 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ 中3

1509 小倉　　結 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 中2
1510 中澤　海凪 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅ 中2

4 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1064 田村　真優 ﾀﾑﾗ ﾏﾕ 中2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1062 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 中3

1059 今野　遥陽 ｺﾝﾉ ﾊﾙﾋ 中3
1061 徳永　結夢 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ 中3

5 東京ＳＣ 937 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 939 竹澤　瑠珂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ 中1

940 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 中1
936 上垣こころ ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ 中2

6 藤村ＳＳ 983 松井　亜美 ﾏﾂｲ ｱﾐ 中2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 980 近藤ジュン ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 中3

982 小林　史奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾅ 中3
979 堀籠ひなた ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ 中3

7 枚方ＳＳ 2433 奥園　心咲 ｵｸｿﾞﾉ ﾐｻ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2429 吉本　　翼 ﾖｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 中2

2430 山﨑　愛莉 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾘ 中2
2428 藤本　　穏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ 中3

8 コナミ西宮 2574 松本　悠里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 中2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 中学 2577 小林　優希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 中1

2573 大賀　　葵 ｵｵｶﾞ ｱｵｲ 中3
2575 浅尾萌々香 ｱｻｵ ﾓﾓｶ 中2
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第42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     
                                                  
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   3組 日本記録  3:36.17
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

1 ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋 967 岡﨑　友愛 ｵｶｻﾞｷ ﾕｱ 中3
ｾ･ｶﾐｲｹ 中学 968 小牧　璃音 ｺﾏｷ ﾘｵﾝ 中2

969 高久　莉歩 ﾀｶｸ ﾘﾎ 中2
966 柳原　　咲 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｻｷ 中3

2 金町ＳＣ 870 市川　倫子 ｲﾁｶﾜ ﾐｺ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 868 成田　芽生 ﾅﾘﾀ ﾒｲ 中3

869 菅野　奈美 ｶﾝﾉ ﾅﾐ 中3
871 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 中2

3 アーデル 673 鴇田　未来 ﾄｷﾀ ﾐｸ 中3
ｱｰﾃﾞﾙ 中学 674 野口　美羽 ﾉｸﾞﾁ ﾐｳ 中2

676 星　　里海 ﾎｼ ﾘﾐ 中1
675 岩崎　虹々 ｲﾜｻｷ ｺｺ 中1

4 三菱養和ＳＳ 1026 菊池　　晴 ｷｸﾁ ﾊﾙ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1025 山田奈央子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 中3

1023 葛原　　舞 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏｲ 中3
1024 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 中3

5 周南ＳＣ 2818 煙草谷さくら ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ 中2
ｼｭｳﾅﾝSC 中学 2816 村田　早希 ﾑﾗﾀ ｻｷ 中3

2819 弘中　花音 ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ 中2
2820 冨永　亜海 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾐ 中2

6 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住 2940 髙田　深晴 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾊﾙ 中2
BSﾅｶﾞｽﾞﾐ 中学 2942 池田　紗雪 ｲｹﾀﾞ ｻﾕｷ 中2

2941 後藤　美咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 中2
2943 高原　桜唯 ﾀｶﾊﾗ ﾐﾕ 中2

7 ＳＡ新城 1391 大羽こはる ｵｵﾊﾞ ｺﾊﾙ 中2
SAｼﾝｼﾞｮｳ 中学 1390 関　　若葉 ｾｷ ﾜｶﾊﾞ 中2

1389 齋藤　実玖 ｻｲﾄｳ ﾐｸ 中2
1388 光崎　　陽 ﾐﾂｻﾞｷ ﾊﾙ 中2

8 ＨＯＳ小阪 2328 錫木　和心 ｽｽﾞｷ ﾅｺﾞﾐ 中3
HOSｺｻｶ 中学 2330 平野　璃桜 ﾋﾗﾉ ﾘｵ 中2

2331 樫根　怜奈 ｶｼﾈ ﾚｲﾅ 中2
2329 松本　和華 ﾏﾂﾓﾄ ﾜｶ 中2
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