
第40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.217 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:50.28
１３～１４歳        大会記録  4:04.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 イ ト マ ン 2631 永井　桜綾 ﾅｶﾞｲ ｻｱﾔ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2632 椋本　沙良 ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ 中1

2629 谷川亜華葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ 中2
2630 宮田　麻緒 ﾐﾔﾀ ﾏｵ 中2

4 名古屋ＳＣ 2212 中川　果音 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 中1
ﾅｺﾞﾔSC 中学 2211 石渡　　遥 ｲｼﾜﾀ ﾖｳ 中1

2210 亀井　千寛 ｶﾒｲ ﾁﾋﾛ 中2
2209 服部あかり ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾘ 中2

5 ｲﾄﾏﾝ東伏見 936 井口　詩音 ｲｸﾞﾁ ｼｵﾝ 中1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 933 藤井　乙葉 ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ 中2

935 松﨑　りん ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ 中1
934 板垣こころ ｲﾀｶﾞｷ ｺｺﾛ 中1

6 いずみ能登川 2432 小島明日香 ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ 中2
IZUMI 21 中学 2431 中小路日菜 ﾅｶｺｳｼﾞ ﾋﾅ 中2

2430 山本　真矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾔ 中2
2429 石橋　美夜 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾔ 中2

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 五百木ＳＣ 3251 芝　　咲菜 ｼﾊﾞ ｻｷﾅ 中1

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ 中学 3250 掛水　舞梨 ｶｹﾐｽﾞ ﾏｲﾘ 中2
3248 土居　明莉 ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 中2
3249 岡本　美里 ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ 中2

2 東京ＳＣ 1063 佐藤　梨央 ｻﾄｳ ﾘｵ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1064 今井　優奈 ｲﾏｲ ﾕｳﾅ 中1

1066 丹治美奈子 ﾀﾝｼﾞ ﾐﾅｺ 中1
1061 大和田美優 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾕ 中2

3 ZEYO-ST 3288 山下　理子 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 中2
ZEYO-ST 中学 3287 秋森　叶羽 ｱｷﾓﾘ ﾄﾜ 中2

3289 前野　希和 ﾏｴﾉ ｷﾖﾘ 中2
3290 西ノ内春々 ﾆｼﾉｳﾁ ｼｭﾉ 中1

4 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1443 内藤　万愛 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾁｭ 中学 1446 飯田　充紀 ｲｲﾀﾞ ﾐﾂｷ 中1

1444 伊藤　琴羽 ｲﾄｳ ｺﾄﾊ 中2
1445 待井ひなた ﾏﾁｲ ﾋﾅﾀ 中2

5 スウィン大宮 406 奥山　美良 ｵｸﾔﾏ ﾁｭﾗ 中2
SWｵｵﾐﾔ 中学 408 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 中2

407 本田　遥香 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 中2
405 松原　聖奈 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾅ 中2

6 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 721 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 中1
ｾ･ｳﾗﾔｽ 中学 719 池野　紫音 ｲｹﾉ ｼｵﾝ 中2

718 野田　佑風 ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ 中2
720 魚住　奈那 ｳｵｽﾞﾐ ﾅﾅ 中1

7 NECGSC溝の口 1835 山本けいと ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ 中1
NECGSC M 中学 1833 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 中2

1834 四宮　楓花 ｼﾉﾐﾔ ﾌｳｶ 中2
1832 杉山　　葵 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 中2

8 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1710 森下　夏蓮 ﾓﾘｼﾀ ｶﾚﾝ 中1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1711 水野　　響 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ 中1

1708 岩原和可納 ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ 中2
1712 野井　珠稀 ﾉｲ ﾀﾏｷ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
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3組
1 セントラル泉 115 木口　真優 ｷｸﾞﾁ ﾏﾕ 中2

ｾ･ｲｽﾞﾐ 中学 113 加藤　　好 ｶﾄｳ ｺｳ 中2
117 渡辺　　杏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝ 中1
116 高橋　実花 ﾀｶﾊｼ ﾐｶ 中1

2 アピア富山 2012 越智　夏織 ｵﾁ ｶｵﾘ 中2
ｱﾋﾟｱﾄﾔﾏ 中学 2013 岩澤　　愛 ｲﾜｻﾞﾜ ｱｲ 中2

2015 梅沢　星奈 ｳﾒｻﾞﾜ ｾﾅ 中1
2014 松尾　優里 ﾏﾂｵ ﾕｳﾘ 中2

3 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1226 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 中1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1221 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 中2

1224 飯島　夕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 中1
1223 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中1

4 富山ＳＣ 1988 橋森　海里 ﾊｼﾓﾘ ﾐｻﾄ 中2
ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ 中学 1985 川縁　　茜 ｶﾜﾍﾞﾘ ｱｶﾈ 中2

1986 河野　琉花 ｶﾜﾉ ﾙｶ 中2
1987 仲井　美玖 ﾅｶｲ ﾐｸ 中2

5 枚方ＳＳ 2772 椎葉　汐音 ｼｲﾊﾞ ｼｵﾝ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2775 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 中1

2776 藤本　　穏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ 中1
2773 梶本　一花 ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 中2

6 スウィン鷲宮 612 酒井　　凌 ｻｶｲ ﾘｮｳ 中2
SWﾜｼﾐﾔ 中学 613 廣瀬　　碧 ﾋﾛｾ ｱｵｲ 中1

614 瀧川　結稀 ﾀｷｶﾜ ﾕｷ 中1
611 奥谷　　萌 ｵｸﾔ ﾓｴ 中2

7 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1194 ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ芽生 ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ ﾒｲ 中1
AQLUB HO 中学 1192 高山　采夏 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 中2

1195 岡村　梨香 ｵｶﾑﾗ ﾘｶ 中1
1193 堀　結布花 ﾎﾘ ﾕｳｶ 中1

8 三菱養和ＳＳ 1168 木崎　京香 ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1169 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 中2

1170 宮坂　仁子 ﾐﾔｻｶ ﾆｺ 中1
1171 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 富山SC東富山 1992 井口　朋香 ｲｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 中2

ﾋｶﾞｼﾄﾔﾏ 中学 1994 吉岡　美和 ﾖｼｵｶ ﾐﾜ 中1
1995 山川　陽菜 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾅ 中1
1993 伊東和佳乃 ｲﾄｳ ﾜｶﾉ 中2

2 スウィン大教 547 古俣　　桜 ｺﾏﾀ ｻｸﾗ 中1
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 546 岡安　もえ ｵｶﾔｽ ﾓｴ 中1

548 堺澤　舞香 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾏｲｶ 中1
545 相馬さくら ｿｳﾏ ｻｸﾗ 中2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 700 森　　美蘭 ﾓﾘ ﾐﾗﾝ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 中学 703 宮下　紗伎 ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 中2

701 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 中2
702 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 中2

4 大阪水泳学校 2729 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 中2
OSAKA.SG 中学 2732 田積帆乃果 ﾀﾂﾑ ﾎﾉｶ 中1

2730 本田麻里奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ 中2
2731 中村　百恵 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｴ 中2

5 メイスポ茨木 2579 前川　瑠楓 ﾏｴｶﾜ ﾙｶ 中2
ﾒｲｽﾎﾟ 中学 2580 滝井　萌加 ﾀｷｲ ﾓｴｶ 中2

2582 上村ひいろ ｳｴﾑﾗ ﾋｲﾛ 中1
2581 中村　柚月 ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 中1

6 アクラブ調布 955 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 中2
AQLUB CH 中学 958 能村　光咲 ﾉｳﾑﾗ ﾐｻｷ 中2

956 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 中2
957 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 中2

7 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 1646 吉田　優花 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶ 中2
ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 中学 1648 吉川こみち ｷｯｶﾜ ｺﾐﾁ 中1

1647 小濱　瑠華 ｺﾊﾏ ﾙｶ 中1
1649 兼松　さや ｶﾈﾏﾂ ｻﾔ 中1

8 ＳＡトム 1420 金丸英里奈 ｶﾈﾏﾙ ｴﾘﾅ 中2
SAﾄﾑ 中学 1421 若山美々李 ﾜｶﾔﾏ ﾐﾐﾘ 中1

1422 大森　優花 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｶ 中1
1418 志村　二海 ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ 中2
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