
第41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.265 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:54.73
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 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1072 徳永　結夢 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ 中2

ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1070 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中2
1071 飯島　夕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 中2
1073 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 中2

1 ジョイフル 214 神矢　和夏 ｶﾐﾔ ﾉﾄﾞｶ 中1
ｼﾞｮｲﾌﾙAC 中学 211 赤川　遥華 ｱｶｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 中3

212 川路帆乃夏 ｶﾜｼﾞ ﾎﾉｶ 中2
213 鵜飼　真央 ｳｶﾞｲ ﾏｵ 中2

2 三菱養和ＳＳ 1031 椎名　奏子 ｼｲﾅ ｶﾅｺ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1034 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 中2

1032 宮坂　仁子 ﾐﾔｻｶ ﾆｺ 中2
1036 菊池　　晴 ｷｸﾁ ﾊﾙ 中1

3 スウィン大教 496 古俣　　桜 ｺﾏﾀ ｻｸﾗ 中2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 495 岡安　もえ ｵｶﾔｽ ﾓｴ 中2

497 堺澤　舞香 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾏｲｶ 中2
494 相馬さくら ｿｳﾏ ｻｸﾗ 中3

4 ｲﾄﾏﾝ春日井 1810 郡山　怜佳 ｺｵﾘﾔﾏ ﾚｲｶ 中2
ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ 中学 1808 與河　礼奈 ﾖｶﾜ ﾚｲﾅ 中3

1811 平森　絢己 ﾋﾗﾓﾘ ｱﾔｷ 中1
1809 松浦　未奈 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾅ 中2

5 イ ト マ ン 2201 若宮由莉奈 ﾜｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2200 椋本　沙良 ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ 中2

2199 奥山　妃奈 ｵｸﾔﾏ ﾋﾅ 中2
2198 藤原　　眸 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄﾐ 中3

6 スウィン大宮 388 岡　くるみ ｵｶ ｸﾙﾐ 中3
SWｵｵﾐﾔ 中学 390 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 中3

389 本田　遥香 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 中3
392 稲荷山　空 ｲﾅﾘﾔﾏ ｿﾗ 中2

7 メイスポ茨木 2155 前川　瑠楓 ﾏｴｶﾜ ﾙｶ 中3
ﾒｲｽﾎﾟ 中学 2156 滝井　萌加 ﾀｷｲ ﾓｴｶ 中3

2158 上村ひいろ ｳｴﾑﾗ ﾋｲﾛ 中2
2157 中村　柚月 ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 中2

8 浜名湖ＳＳ 1771 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 中3
ﾊﾏﾅｺSS 中学 1772 飯田帆乃香 ｲｲﾀﾞ ﾎﾉｶ 中2

1774 山崎　萌音 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾉﾝ 中2
1773 原　たいな ﾊﾗ ﾀｲﾅ 中2
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競技No.265 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:54.73
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 イトマン西神 2487 木村　真菜 ｷﾑﾗ ﾏﾅ 中2

ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 中学 2489 二宮　陽凪 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ 中1
2486 吉田　芽生 ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 中2
2488 宮崎　渚沙 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 中1

1 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 740 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 中2
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 738 池野　紫音 ｲｹﾉ ｼｵﾝ 中3

736 野田　佑風 ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ 中3
737 乙川　彩花 ｵﾄｶﾞﾜ ｻﾔｶ 中3

2 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 1412 吉田　優花 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶ 中3
ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 中学 1414 吉川こみち ｷｯｶﾜ ｺﾐﾁ 中2

1415 兼松　さや ｶﾈﾏﾂ ｻﾔ 中2
1416 溝口　歩優 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾕ 中1

3 東京ＳＣ 920 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 中学 916 今井　優奈 ｲﾏｲ ﾕｳﾅ 中2

918 丹治美奈子 ﾀﾝｼﾞ ﾐﾅｺ 中2
914 佐藤　梨央 ｻﾄｳ ﾘｵ 中3

4 ｲﾄﾏﾝ東伏見 815 井口　詩音 ｲｸﾞﾁ ｼｵﾝ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 812 藤井　乙葉 ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ 中3

814 松﨑　りん ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ 中2
813 板垣こころ ｲﾀｶﾞｷ ｺｺﾛ 中2

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1463 小倉　　結 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 中1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1461 水野　　響 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ 中2

1462 野井　珠稀 ﾉｲ ﾀﾏｷ 中2
1459 安西　琴美 ｱﾝｻﾞｲ ｺﾄﾐ 中3

6 イトマン堺 2282 大門　　陽 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾊﾙ 中2
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 中学 2280 大仲　摩耶 ｵｵﾅｶ ﾏﾔ 中2

2283 田中　綾音 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 中1
2281 長岡　愛莉 ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾘ 中2

7 平針ＳＳ 1933 長沼　双葉 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾌﾀﾊﾞ 中2
ﾋﾗﾊﾞﾘSS 中学 1932 酒井　郁帆 ｻｶｲ ｶﾎ 中2

1930 小原瑠美那 ｵﾊﾗ ﾙﾐﾅ 中3
1931 畑　　心愛 ﾊﾀ ｺｺﾅ 中3

8 マコトSC泉南 2367 小林　日和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 中3
ﾏｺﾄｾﾝﾅﾝ 中学 2369 下村　一紗 ｼﾓﾑﾗ ｲｯｻ 中3

2370 濵口　美空 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐｸ 中2
2368 仙坊　芽愛 ｾﾝﾎﾞｳ ﾁﾅﾘ 中3

9

Page: 2/3 Printing: 2018/08/26 10:22:08

愛  知

大  阪

加　盟

千  葉

神奈川

東  京

東  京

神奈川

大  阪

兵  庫



第41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
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１３～１４歳        大会記録  4:15.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 コナミ西宮 2455 下村　真彩 ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ 中2

ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 中学 2457 松本　悠里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 中1
2456 西河　輝峰 ﾆｼｶﾜ ｷﾎ 中2
2454 井ノ上菜々華 ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ 中3

1 稲毛インター 672 海寶　咲絢 ｶｲﾎｳ ｻｱﾔ 中2
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 673 三條　蒼葉 ｻﾝｼﾞｮｳ ｱｵﾊﾞ 中1

670 柳本ここあ ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｺｱ 中2
671 青山　琴未 ｱｵﾔﾏ ｺﾄﾐ 中2

2 スウィン熊谷 420 久保田采華 ｸﾎﾞﾀ ｱﾔｶ 中3
SWｸﾏｶﾞﾔ 中学 423 北山愛優美 ｷﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 中2

422 秋山菜々花 ｱｷﾔﾏ ﾅﾅｶ 中2
421 正谷　瑶姫 ﾏｻﾀﾆ ﾀﾏｷ 中2

3 枚方ＳＳ 2328 椎葉　汐音 ｼｲﾊﾞ ｼｵﾝ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2331 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 中2

2327 中村　寧嶺 ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ 中3
2329 梶本　一花 ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 中3

4 大野城ＳＣ 2703 三村はるな ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ 中2
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 中学 2701 熊川　菜穂 ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ 中2

2700 小山田季未 ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ 中3
2702 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 中2

5 イトマン神戸 2427 中澤　　葵 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 中学 2428 青野　鈴夏 ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ 中1

2426 森田　美友 ﾓﾘﾀ ﾐﾕ 中2
2425 岡井　夏凜 ｵｶｲ ｶﾘﾝ 中2

6 アクラブ調布 826 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 中3
AQLUB CH 中学 832 鳥住　真希 ﾄﾘｽﾞﾐ ﾏｷ 中2

831 石毛　歩果 ｲｼｹﾞ ﾎﾉｶ 中2
827 占部　凜奈 ｳﾗﾍﾞ ﾘﾝﾅ 中3

7 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 621 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 中3
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 中学 622 前田沙也佳 ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 中2

623 岡田　星理 ｵｶﾀﾞ ｷﾗﾘ 中2
624 上楽　はな ｼﾞｮｳﾗｸ ﾊﾅ 中2

8 コナミ西葛西 996 幡野智佳子 ﾊﾀﾉ ﾁｶｺ 中2
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 997 有川　萌結 ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ 中2

1000 山本有希子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 中1
998 江本　椛蝶 ｴﾓﾄ ﾊﾅﾊ 中2

9 ｲﾄﾏﾝ富田林 2353 大西　彩友 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 中2
ﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼ 中学 2351 林　　麻姫 ﾊﾔｼ ｱｻｷ 中2

2352 米山　　光 ﾖﾈﾔﾏ ﾋｶﾙ 中2
2350 東海友理子 ﾄｳｶｲ ﾕﾘｺ 中3
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