
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.263 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:50.28
ＣＳ                大会記録  3:59.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 大阪水泳学校 2699 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 中3
OSAKA.SG 2702 田積帆乃果 ﾀﾂﾑ ﾎﾉｶ 中2

2698 竹村　花梨 ﾀｹﾑﾗ ｶﾘﾝ 高3
2701 中村　百恵 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｴ 中3

4 藤村ＳＳ 1101 押田　茉桜 ｵｼﾀﾞ ﾏｵ 高2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 1099 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高3

1100 山﨑　千楠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ 高3
1098 宮本　理紗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 高3

5 イトマン京都 2484 髙嶋　愛菜 ﾀｶｼﾏ ｱｲﾅ 高1
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 2485 八木　詩歩 ﾔｷﾞ ｼﾎ 中3

2482 山岸　真尋 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾋﾛ 高2
2480 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高3

6 和歌山北高校 3059 山﨑　　光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 3061 中尾　有稀 ﾅｶｵ ｱｷ 高2

3062 藤本　天海 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾏﾐ 高2
3060 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 高2

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 愛み大瑞穂高 2115 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 高1

MIZUHO 高校 2116 鬼頭　怜花 ｷﾄｳ ﾙｶ 高1
2113 戸田　菜月 ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1
2112 水谷　　楓 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 高2

2 ＪＳＳ八王子 1362 石田　瑠海 ｲｼﾀﾞ ﾙｶ 高1
JSSﾊﾁｵｳｼ 1360 齊藤　涼夏 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 高3

1361 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 高2
1363 不破菜々子 ﾌﾜ ﾅﾅｺ 中3

3 中京大中京高 2155 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高2
CHUKYO 高校 2159 赤尾　奈菜 ｱｶｵ ﾅﾅ 高1

2156 中間　海菜 ﾅｶﾏ ﾐﾅ 高1
2158 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高1

4 ｲﾄﾏﾝ東伏見 949 室木　未菜 ﾑﾛｷ ﾐﾅ 高3
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 952 藤井　乙葉 ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ 中3

948 川邉みなみ ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高3
950 鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 高3

5 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 719 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 中3
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 720 前田沙也佳 ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 中2

718 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 中3
717 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 高1

6 東京ＳＣ 棄権
ﾄｳｷｮｳSC

7 東京ＤＣ桜台 1290 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高2
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 高校 1289 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高2

1291 山本　侑奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 高2
1292 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高1

8 ビート長崎 3420 田中　志歩 ﾀﾅｶ ｼﾎ 高2
Bﾅｶﾞｻｷ 3421 小関　　葵 ｺｾｷ ｱｵｲ 中3

3418 吉原　杏実 ﾖｼﾊﾗ ｱﾐ 高3
3419 藤　　花実 ﾄｳ ﾊﾅﾐ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 富山SC東富山 1948 篠原　明美 ｼﾉﾊﾗ ｱｹﾐ 高3

ﾋｶﾞｼﾄﾔﾏ 1950 吉岡　美和 ﾖｼｵｶ ﾐﾜ 中2
1951 山川　陽菜 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾅ 中2
1949 清水　奈月 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 高2

2 スウィン大宮 423 高瀬　　陽 ﾀｶｾ ﾋﾅﾀ 高2
SWｵｵﾐﾔ 425 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 中3

424 本田　遥香 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 中3
422 中村　天音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 高2

3 イトマン港北 1729 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 高2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1731 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2

1733 桑原　美優 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 中3
1730 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高2

4 ｽｳｨﾝ春日部 693 植竹　　遥 ｳｴﾀｹ ﾊﾙｶ 高1
SWｶｽｶﾍﾞ 691 大木　茉紘 ｵｵｷ ﾏﾋﾛ 高3

694 寺島くるみ ﾃﾗｼﾏ ｸﾙﾐ 中2
696 角野　優莉 ｶｸﾉ ﾕｳﾘ 中2

5 八幡浜ＳＣ 3259 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 高2
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 3261 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 高1

3260 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高2
3262 三嶋　　拓 ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ 中3

6 イ ト マ ン 2598 市地　颯華 ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ 高1
ｲﾄﾏﾝ 2595 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高2

2593 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高3
2599 谷川亜華葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ 中3

7 ＲＡＹＳ 3155 田中　花歩 ﾀﾅｶ ｶﾎ 高1
ﾚｲｽﾞ 3154 田宮　風香 ﾀﾐﾔ ﾌｳｶ 高1

3153 寺坂　優里 ﾃﾗｻｶ ﾕｳﾘ 高2
3156 寺坂　千英 ﾃﾗｻｶ ﾁﾊﾅ 中3

8 コナミ三田 2966 三原梨紗子 ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ 中3
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 2963 岡田　侑奈 ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 高2

2965 岩永なつみ ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ 高1
2964 上田　幸歩 ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 椙山女学園高 2123 伊與田寧々 ｲﾖﾀﾞ ﾈﾈ 高1

SUGIYAMA 高校 2121 小栁　麻衣 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 高1
2122 深谷　　綾 ﾌｶﾔ ｱﾔ 高1
2120 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 高2

2 枚方ＳＳ 2748 椎葉　汐音 ｼｲﾊﾞ ｼｵﾝ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 2743 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 高3

2747 宇野　莉奈 ｳﾉ ﾘﾅ 中3
2742 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 高3

3 MGニッシン 3039 八ツ本実柚 ﾔﾂﾓﾄ ﾐﾕ 高2
MGﾆｯｼﾝ 高校 3041 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 高1

3040 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 高1
3042 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 高1

4 天童ＳＳ 188 長岡　愛海 ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾐ 中1
ﾃﾝﾄﾞｳSS 186 小原希々颯 ｵﾊﾞﾗ ﾉﾉｶ 中2

185 関　　琴音 ｾｷ ｺﾄﾈ 高1
184 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 高1

5 ＩＳＣ飯田 1845 佐藤　　柊 ｻﾄｳ ﾋｲﾗｷﾞ 高2
ISCｲｲﾀﾞ 1847 酒井　杏摘 ｻｶｲ ｱﾂﾞﾐ 中2

1846 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 中3
1844 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 高2

6 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1211 徳永　結夢 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ 中2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1207 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 中3

1209 今野　遥陽 ｺﾝﾉ ﾊﾙﾋ 中2
1206 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 高1

7 関大北陽 2524 青井　遥香 ｱｵｲ ﾊﾙｶ 高1
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2523 天白　愛菜 ﾃﾝﾊﾟｸ ｱｲﾅ 高1

2521 瀧本帆乃佳 ﾀｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 高2
2522 林　　依茉 ﾊﾔｼ ｴﾏ 高2

8 湘南工大附 1421 清水　紗良 ｼﾐｽﾞ ｻﾗ 高2
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1418 丸山　果夏 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 高3

1422 成井こころ ﾅﾙｲ ｺｺﾛ 高1
1419 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 浜名湖ＳＳ 2091 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 中3

ﾊﾏﾅｺSS 2087 水野　美鈴 ﾐｽﾞﾉ ﾐｽｽﾞ 高3
2088 城井　貴布 ｼﾛｲ ｷﾎ 高2
2090 野中　咲歩 ﾉﾅｶ ｻﾎ 高1

2 豊川高 2303 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2306 池田りんか ｲｹﾀﾞ ﾘﾝｶ 高1

2305 畑田真奈穂 ﾊﾀﾀﾞ ﾏﾅﾎ 高1
2301 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 高2

3 京都踏水会 2448 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高1
ﾄｳｽｲｶｲ 2447 宮本　優海 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ 高1

2446 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高2
2449 諸橋　光咲 ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ 中3

4 須磨学園高校 2851 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 高2
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2849 堀上　綺良 ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ 高2

2847 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高3
2848 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高3

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1672 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 高校 1671 吉田　杏子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 高2

1677 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 高1
1674 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高2

6 ＳＡ新城 1544 神坂　詩音 ｶﾐｻｶ ｼｵﾝ 高3
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1547 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 中2

1546 早川さくら ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ 中3
1543 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 高3

7 NECGSC溝の口 1793 川田麻奈未 ｶﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ 高2
NECGSC M 1797 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 中3

1794 山本くるみ ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ 高1
1795 平　陽菜子 ﾀｲﾗ ﾋﾅｺ 高1

8 ZEYO-ST 3283 矢部瀬里香 ﾔﾍﾞ ｾﾘｶ 高1
ZEYO-ST 3282 松木　琴美 ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ 高2

3285 前野　希和 ﾏｴﾉ ｷﾖﾘ 中3
3284 山下　理子 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 中3
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