
第41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.261 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 稲毛インター 780 海寶　咲絢 ｶｲﾎｳ ｻｱﾔ 中2
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 781 三條　蒼葉 ｻﾝｼﾞｮｳ ｱｵﾊﾞ 中1

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

4 イ ト マ ン 2601 若宮由莉奈 ﾜｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2600 椋本　沙良 ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ 中2

2602 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 中1
2603 樋口　承子 ﾋｸﾞﾁ ｺﾄｺ 中1

5 ＪＳＳ比良 2226 芳村　りこ ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ 中2
JSSﾋﾗ 中学 2229 北出　花夏 ｷﾀﾃﾞ ﾊﾅ 中1

2228 吉田　優花 ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ 中2
2227 永井日向多 ﾅｶﾞｲ ﾋﾅﾀ 中2

6 スウィン前橋 381 中島このみ ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ 中1
SWﾏｴﾊﾞｼ 中学 383 荻野　萌子 ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ 中1

382 橋本さくら ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 中1
384 武井　　優 ﾀｹｲ ﾕｳ 中1

7

8
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競技No.261 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:50.28
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 金町ＳＣ 976 川俣　　灯 ｶﾜﾏﾀ ｱｶﾘ 中2

ｶﾅﾏﾁSC 中学 979 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 中1
977 菅野　奈美 ｶﾝﾉ ﾅﾐ 中2
978 市川　倫子 ｲﾁｶﾜ ﾐｺ 中1

2 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1601 市島　花音 ｲﾁｼﾏ ｶﾉﾝ 中2
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1600 澤田　花音 ｻﾜﾀﾞ ｶﾉﾝ 中2

1598 中西香保鈴 ﾅｶﾆｼ ｶｵﾘ 中2
1599 椿　　海優 ﾂﾊﾞｷ ﾐﾕ 中2

3 枚方ＳＳ 2754 濵　　千織 ﾊﾏ ﾁｵﾘ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2751 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 中2

2752 藤本　　穏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ 中2
2750 筒井　陽香 ﾂﾂｲ ﾊﾙｶ 中2

4 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1212 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 中2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1208 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中2

1210 飯島　夕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 中2
1214 田村　真優 ﾀﾑﾗ ﾏﾕ 中1

5 イトマン神戸 2891 中澤　　葵 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 中学 2892 青野　鈴夏 ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ 中1

2890 森田　美友 ﾓﾘﾀ ﾐﾕ 中2
2889 岡井　夏凜 ｵｶｲ ｶﾘﾝ 中2

6 三菱養和ＳＳ 1160 椎名　奏子 ｼｲﾅ ｶﾅｺ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1162 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 中2

1164 菊池　　晴 ｷｸﾁ ﾊﾙ 中1
1163 山田奈央子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 中2

7 コナミ青葉台 1581 梅本　結奈 ｳﾒﾓﾄ ﾕﾅ 中1
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 中学 1582 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 中1

1583 村田　瑠奈 ﾑﾗﾀ ﾙﾅ 中1
1584 鈴木　　遙 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 中1

8 スウィン鷲宮 610 佐々木美莉 ｻｻｷ ﾐﾘ 中1
SWﾜｼﾐﾔ 中学 608 廣瀬　　碧 ﾋﾛｾ ｱｵｲ 中2

611 会沢　心唯 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾕ 中1
609 瀧川　結稀 ﾀｷｶﾜ ﾕｷ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 塚口ＳＳ 2872 西河　輝峰 ﾆｼｶﾜ ｷﾎ 中2

ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2873 小坂田　愛 ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ 中1
2874 前田　夏風 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ 中1
2875 中野　陽菜 ﾅｶﾉ ﾋﾅ 中1

2 コナミ北浦和 490 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中2
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 中学 492 藤縄　優花 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ 中2

493 兼岡　楓菜 ｶﾈｵｶ ﾌｳﾅ 中1
491 田邊　　凜 ﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 中2

3 藤村ＳＳ 1104 近藤ジュン ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 中2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 1108 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 中1

1105 渥美　千穂 ｱﾂﾐ ﾁﾎ 中2
1103 堀籠ひなた ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ 中2

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1682 小倉　　結 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 中1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1680 水野　　響 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ 中2

1681 野井　珠稀 ﾉｲ ﾀﾏｷ 中2
1679 森下　夏蓮 ﾓﾘｼﾀ ｶﾚﾝ 中2

5 周南ＳＣ 3190 弘中　花音 ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ 中1
ｼｭｳﾅﾝSC 中学 3189 煙草谷さくら ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ 中1

3188 宮川　真凪 ﾐﾔｶﾜ ﾏﾅ 中2
3191 冨永　亜海 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾐ 中1

6 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 1627 溝口　歩優 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾕ 中1
ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 中学 1625 吉川こみち ｷｯｶﾜ ｺﾐﾁ 中2

1626 兼松　さや ｶﾈﾏﾂ ｻﾔ 中2
1624 小濱　瑠華 ｺﾊﾏ ﾙｶ 中2

7 東京ＳＣ 1053 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1050 今井　優奈 ｲﾏｲ ﾕｳﾅ 中2

1051 丹治美奈子 ﾀﾝｼﾞ ﾐﾅｺ 中2
1052 上垣こころ ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ 中1

8 ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 1714 岩上　亜未 ｲﾜｶﾐ ｱﾐ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 中学 1712 山下さくら ﾔﾏｼﾀ ｻｸﾗ 中2

1715 小山　凜世 ｺﾔﾏ ﾘｾ 中1
1716 笹目　南帆 ｻｻﾒ ﾅﾎ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 Nagatsuta.SC 1656 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 中1

ﾅｶﾞﾂﾀSC 中学 1659 岩永　愛加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏﾅｶ 中1
1657 鈴木　琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 中1
1658 庄司　茉白 ｼｮｳｼﾞ ﾏｼﾛ 中1

2 メイスポ茨木 2551 前川　侑生 ﾏｴｶﾜ ﾕｳ 中1
ﾒｲｽﾎﾟ 中学 2549 荒木　夏菜 ｱﾗｷ ｶﾅ 中2

2550 上村ひいろ ｳｴﾑﾗ ﾋｲﾛ 中2
2548 中村　柚月 ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 中2

3 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 859 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 中2
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 863 佐藤　瑠菜 ｻﾄｳ ﾙﾅ 中1

860 高梨　愛花 ﾀｶﾅｼ ﾏﾅｶ 中2
861 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 中2

4 大野城ＳＣ 3306 三村はるな ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ 中2
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 中学 3304 熊川　菜穂 ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ 中2

3308 牟田　　楓 ﾑﾀ ｶｴﾃﾞ 中1
3305 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 中2

5 スウィン大教 544 古俣　　桜 ｺﾏﾀ ｻｸﾗ 中2
SWﾀﾞｲｷｮｳ 中学 543 岡安　もえ ｵｶﾔｽ ﾓｴ 中2

547 関根　倖彩 ｾｷﾈ ｺｳｻ 中1
545 堺澤　舞香 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾏｲｶ 中2

6 コナミ西宮 2932 大賀　　葵 ｵｵｶﾞ ｱｵｲ 中2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 中学 2933 松本　悠里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 中1

2931 下村　真彩 ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ 中2
2934 浅尾萌々香 ｱｻｵ ﾓﾓｶ 中1

7 イトマン西神 2989 木村　真菜 ｷﾑﾗ ﾏﾅ 中2
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 中学 2991 二宮　陽凪 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ 中1

2988 吉田　芽生 ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 中2
2990 宮崎　渚沙 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 中1

8 アクラブ藤沢 1473 庄司　萌々 ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓ 中2
AQLUB FJ 中学 1471 山本　由唯 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ 中2

1474 齋藤　　杏 ｻｲﾄｳ ｱﾝ 中1
1472 伊東　真輝 ｲﾄｳ ﾏｷ 中2
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