
第40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.215 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:55.73
１３～１４歳        大会記録  4:15.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 ＩＳＣ飯田 1565 矢崎　七海 ﾔｻｷ ﾅﾅﾐ 中2

ISCｲｲﾀﾞ 中学 1567 佐藤　紫苑 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 中2
1566 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 中2
1564 小林こころ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 中3

1 イ ト マ ン 2207 永井　桜綾 ﾅｶﾞｲ ｻｱﾔ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2208 椋本　沙良 ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ 中1

2206 谷川亜華葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ 中2
2205 白瀧和霞葉 ｼﾗﾀｷ ﾜｶﾊﾞ 中3

2 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1034 鈴木　麻央 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 中2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1033 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 中2

1032 斉藤愛梨亜 ｻｲﾄｳ ｱﾘｱ 中2
1035 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中1

3 大阪水泳学校 2307 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 中2
OSAKA.SG 中学 2306 池田　香澄 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ 中3

2308 本田麻里奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ 中2
2310 中村　百恵 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｴ 中2

4 NECGSC溝の口 1518 山﨑　　凜 ﾔﾏｻｷ ﾘﾝ 中3
NECGSC M 中学 1519 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 中2

1517 加納　莉帆 ｶﾉｳ ﾘﾎ 中3
1516 平　陽菜子 ﾀｲﾗ ﾋﾅｺ 中3

5 東京ＳＣ 903 近　　美玖 ｺﾝ ﾐｸ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 902 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中2

904 畑尾　百乃 ﾊﾀｵ ﾓﾓﾉ 中2
901 橋本季里香 ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ 中3

6 金田ＳＣ 810 川口　栞奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾝﾅ 中3
ｶﾈﾀﾞSC 中学 809 柳　　優花 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｶ 中3

808 大石　啓莉 ｵｵｲｼ ﾋﾗﾘ 中3
811 占部　凜奈 ｳﾗﾍﾞ ﾘﾝﾅ 中2

7 枚方ＳＳ 2343 初田　沙希 ﾊﾂﾀﾞ ｻｷ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2347 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 中1

2344 中村　寧嶺 ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ 中2
2342 中村　舞羽 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲﾊ 中3

8 ＢＩＧ棒屋 1745 井口　萌渚 ｲｸﾞﾁ ﾓｱﾅ 中2
BIGﾎﾞｳﾔ 中学 1742 中村菜々穂 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾎ 中3

1743 小粥　彩加 ｵｶﾞｲ ｱﾔｶ 中3
1744 鈴木　志保 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 中2
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競技No.215 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:55.73
１３～１４歳        大会記録  4:15.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 イトマン港北 1464 佐藤ななみ ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 中2

ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1465 桑原　美優 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 中2
1466 村上　心彩 ﾑﾗｶﾐ ｺｲﾛ 中2
1463 岡崎　栞奈 ｵｶｻﾞｷ ｶﾝﾅ 中3

1 スウィン大宮 339 奥山　美良 ｵｸﾔﾏ ﾁｭﾗ 中2
SWｵｵﾐﾔ 中学 340 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 中2

341 中嶋　珠葵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾏｷ 中1
338 松原　聖奈 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾅ 中2

2 マリーン鹿本 2826 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 中3
ﾏﾘｰﾝｶﾓﾄ 中学 2827 酒井　胡春 ｻｹｲ ｺﾊﾙ 中3

2825 廣瀬　文乃 ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ 中3
2828 牛島　未空 ｳｼｼﾞﾏ ﾐｸ 中2

3 スウィン大教 454 古俣　　桜 ｺﾏﾀ ｻｸﾗ 中1
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 453 岡安　もえ ｵｶﾔｽ ﾓｴ 中1

451 本田　遥香 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 中2
450 増田　聖乃 ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾉ 中3

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1405 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 中3
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1411 遠藤　和夏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ 中2

1408 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 中3
1409 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 中3

5 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 594 森　　美蘭 ﾓﾘ ﾐﾗﾝ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 中学 598 宮下　紗伎 ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 中2

595 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 中2
593 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中3

6 アクラブ調布 819 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 中2
AQLUB CH 中学 822 能村　光咲 ﾉｳﾑﾗ ﾐｻｷ 中2

820 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 中2
821 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 中2

7 名古屋ＳＣ 1839 伊与田寧々 ｲﾖﾀﾞ ﾈﾈ 中3
ﾅｺﾞﾔSC 中学 1842 石渡　　遥 ｲｼﾜﾀ ﾖｳ 中1

1841 亀井　千寛 ｶﾒｲ ﾁﾋﾛ 中2
1843 中川　果音 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 中1

8 ZEYO-ST 2731 矢部瀬里香 ﾔﾍﾞ ｾﾘｶ 中3
ZEYO-ST 中学 2732 秋森　叶羽 ｱｷﾓﾘ ﾄﾜ 中2

2734 前野　希和 ﾏｴﾉ ｷﾖﾘ 中2
2733 山下　理子 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 中2
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