
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.209 女子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:36.17
ＣＳ                大会記録  3:46.56

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 須磨学園高校 2514 井上　真帆 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 高2

ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2510 山田ひかる ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 高3
2515 中野　帆波 ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ 高2
2513 村木　　心 ﾑﾗｷ ｺｺﾛ 高2

1 椙山女学園高 1863 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 高3
SUGIYAMA 高校 1866 伊與田寧々 ｲﾖﾀﾞ ﾈﾈ 高2

1859 玉置　真子 ﾀﾏｵｷ ﾏｺ 高3
1861 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 高3

2 大阪水泳学校 2387 中村　百恵 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｴ 高1
OSAKA.SG 2388 田積帆乃果 ﾀﾂﾑ ﾎﾉｶ 中3

2384 堀井　紀沙 ﾎﾘｲ ｷｻ 高2
2385 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 高1

3 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 652 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 高1
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 高校 649 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 高2

651 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 高1
650 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 高2

4 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1564 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 高2
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 高校 1561 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高3

1562 村上　夏帆 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ 高3
1563 杉山　凜菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾘﾅ 高3

5 イ ト マ ン 2296 河田　萌花 ｶﾜﾀ ﾎﾉｶ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2298 市地　颯華 ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ 高2

2295 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高3
2299 谷川亜華葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ 高1

6 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 747 青島那有姫 ｱｵｼﾏ ﾅﾕｷ 高3
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 高校 749 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 高2

748 小川　幸夏 ｵｶﾞﾜ ｻﾁｶ 高2
750 清水亜梨沙 ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ 高1

7 マリーン鹿本 3020 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 高2
ﾏﾘｰﾝｶﾓﾄ 3019 廣瀬　文乃 ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ 高2

3022 髙森　愛子 ﾀｶﾓﾘ ｱｲｺ 中3
3021 牛島　未空 ｳｼｼﾞﾏ ﾐｸ 高1

8 長岡大手 1642 金子　弥央 ｶﾈｺ ﾐｵ 高3
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 1644 土橋　　輝 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋｶﾙ 高2

1645 永井　千晶 ﾅｶﾞｲ ﾁｱｷ 高1
1643 親松　万尋 ｵﾔﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高2

9 大体大浪商 2222 仙坊　芽愛 ｾﾝﾎﾞｳ ﾁﾅﾘ 高1
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 2219 大平　愛夏 ｵｵﾋﾗ ｱｲｶ 高3

2220 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 高3
2221 山口　花梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 高2
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スタートリスト

競技No.209 女子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:36.17
ＣＳ                大会記録  3:46.56

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 市尼崎高 2498 金子はづき ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ 高3

ICHIAMA 高校 2501 三木　怜奈 ﾐｷ ﾚｲﾅ 高2
2500 中前　凜音 ﾅｶﾏｴ ﾘｵﾝ 高2
2497 大野なな実 ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ 高3

1 ＳＡ松任 1746 安井　桃香 ﾔｽｲ ﾓﾓｶ 高2
SAﾏｯﾄｳ 1748 長戸　未羽 ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ 高1

1749 中川　まお ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｵ 中3
1747 伏屋　結月 ﾌｾﾔ ﾕﾂﾞｷ 高1

2 大野城ＳＣ 2909 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 中3
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 2910 三村はるな ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ 中3

2907 小山田季未 ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ 高1
2911 牟田　　楓 ﾑﾀ ｶｴﾃﾞ 中2

3 枚方ＳＳ 2423 宇野　莉奈 ｳﾉ ﾘﾅ 高1
ﾋﾗｶﾀSS 2427 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 中3

2426 梶本　一花 ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 高1
2420 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 高3

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1501 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高3
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 高校 1502 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 高2

1505 岩原和可納 ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ 高1
1504 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 高2

5 中京大中京高 1902 岩村　夏佳 ｲﾜﾑﾗ ﾅﾂｶ 高2
CHUKYO 高校 1903 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高2

1906 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 高1
1900 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高3

6 ATSC.YW 1515 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 高3
ATSC.YW 1517 水上　夏鈴 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾘﾝ 高1

1518 鈴木　莉緒 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 中2
1516 宮下　佳純 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾐ 高1

7 愛み大瑞穂高 1853 戸田　菜月 ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ 高2
MIZUHO 高校 1855 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 高2

1852 水谷　　楓 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 高3
1854 中尾　　唯 ﾅｶｵ ﾕｲ 高2

8 東京ＤＣ桜台 1163 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高3
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 高校 1167 風祭　結愛 ｶｻﾞﾏﾂﾘ ﾕｲｱ 高2

1164 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高3
1166 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高2

9 豊川高 2018 渡邊華奈江 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｴ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2009 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 高3

2008 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高3
2016 木村　碧海 ｷﾑﾗ ｱｵｲ 高1
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スタートリスト

競技No.209 女子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:36.17
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 八幡浜高校 2867 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 高2

ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 2866 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高3
2865 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 高3
2868 三嶋　　拓 ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ 高1

1 京都外大西高 2135 青木　尚子 ｱｵｷ ﾅｵｺ 高2
KGN 高校 2132 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高3

2134 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高2
2137 諸橋　光咲 ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ 高1

2 イトマン港北 1541 桑原　美優 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 高1
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 高校 1538 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 高3

1539 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高3
1540 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 高3

3 東京ＳＣ 930 木下　笑碧 ｷﾉｼﾀ ｴﾐﾙ 高2
ﾄｳｷｮｳSC 高校 929 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高3

931 橋本季里香 ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ 高2
932 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 高1

4 日大藤沢 1289 曽根　裟月 ｿﾈ ｻﾂｷ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 1288 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 高2

1290 江藤　瑠奈 ｴﾄｳ ﾙﾅ 高1
1287 赤井あづみ ｱｶｲ ｱﾂﾞﾐ 高2

5 太成学院大高 2255 杉山わか菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2249 大林向日葵 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾜﾘ 高3

2250 寺西　香凜 ﾃﾗﾆｼ ｶﾘﾝ 高3
2253 山本　恵真 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾏ 高1

6 ＳＡ新城 1384 眞野　杏里 ﾏﾉ ｱﾝﾘ 高2
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1386 早川さくら ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ 高1

1382 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 高3
1387 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 中3

7 ＳＡトム 1240 米田ほのか ﾖﾈﾀﾞ ﾎﾉｶ 高2
SAﾄﾑ 高校 1239 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 高3

1241 志村　二海 ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ 高1
1242 久保満里奈 ｸﾎﾞ ﾏﾘﾅ 高1

8 日大山形 157 柴崎ひなた ｼﾊﾞｻｷ ﾋﾅﾀ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 159 関　　琴音 ｾｷ ｺﾄﾈ 高2

156 佐藤　　麗 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 高3
158 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 高2

9 和歌山北高校 2715 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 2717 藤本　天海 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾏﾐ 高3

2719 水谷　瑠那 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾙﾅ 高1
2718 森　　愛菜 ﾓﾘ ｱｲﾅ 高2
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