
第42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     
                                                  
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

1 稲毛インター 711 海寶　咲絢 ｶｲﾎｳ ｻｱﾔ 中3
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 712 三條　蒼葉 ｻﾝｼﾞｮｳ ｱｵﾊﾞ 中2

713 平岡かえで ﾋﾗｵｶ ｶｴﾃﾞ 中2
710 青山　琴未 ｱｵﾔﾏ ｺﾄﾐ 中3

2 塚口ＳＳ 2528 西河　輝峰 ﾆｼｶﾜ ｷﾎ 中3
ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2529 小坂田　愛 ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ 中2

2530 前田　夏風 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ 中2
2531 中野　陽菜 ﾅｶﾉ ﾋﾅ 中2

3 コナミ青葉台 1407 梅本　結奈 ｳﾒﾓﾄ ﾕﾅ 中2
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 中学 1408 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 中2

1409 村田　瑠奈 ﾑﾗﾀ ﾙﾅ 中2
1410 鈴木　　遙 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 中2

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1509 小倉　　結 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 中2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1506 水野　　響 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ 中3

1508 野井　珠稀 ﾉｲ ﾀﾏｷ 中3
1507 後藤　楓翔 ｺﾞﾄｳ ﾌｳｶ 中3

5 ＳＡ柏崎 1680 三井田萌愛 ﾐｲﾀﾞ ﾓｱ 中2
SAｶｼﾜｻﾞｷ 中学 1681 小山　風香 ｺﾔﾏ ﾌｳｶ 中1

1679 山岸はるか ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｶ 中3
1678 須貝　心美 ｽｶﾞｲ ｺｺﾐ 中3

6 枚方ＳＳ 2431 濵　　千織 ﾊﾏ ﾁｵﾘ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2432 下田平朋子 ｼﾓﾀﾞﾋﾗ ﾄﾓｺ 中2

2428 藤本　　穏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ 中3
2433 奥園　心咲 ｵｸｿﾞﾉ ﾐｻ 中2

7 イトマン神戸 2549 中澤　　葵 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ 中3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 中学 2550 青野　鈴夏 ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ 中2

2548 森田　美友 ﾓﾘﾀ ﾐﾕ 中3
2551 吉村　安珠 ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ 中2

8 イ ト マ ン 2306 菅　　七海 ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2302 黒田　晏那 ｸﾛﾀﾞ ｱﾝﾅ 中2

2301 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 中2
2305 林田　波音 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾉ 中1
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第42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     
                                                  
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

2組
0

1 スウィン前橋 349 中島このみ ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ 中2
SWﾏｴﾊﾞｼ 中学 351 荻野　萌子 ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ 中2

350 橋本さくら ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 中2
352 武井　　優 ﾀｹｲ ﾕｳ 中2

2 ﾒｶﾞﾛｽ八王子 1105 千葉　瑠華 ﾁﾊﾞ ﾙﾙｶ 中2
ﾒｶﾞﾛｽﾊﾁ 中学 1103 山田　　聖 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 中3

1106 鈴木　理彩 ｽｽﾞｷ ﾘｻ 中2
1104 坂倉　花南 ｻｶｸﾗ ｶﾅﾐ 中2

3 三菱養和ＳＳ 1022 宮坂　仁子 ﾐﾔｻｶ ﾆｺ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1027 堀　　晶那 ﾎﾘ ｱｷﾅ 中2

1024 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 中3
1026 菊池　　晴 ｷｸﾁ ﾊﾙ 中2

4 天童ＳＳ 170 長岡　愛海 ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾐ 中2
ﾃﾝﾄﾞｳSS 中学 168 小原希々颯 ｵﾊﾞﾗ ﾉﾉｶ 中3

171 松坂　星夏 ﾏﾂｻﾞｶ ｾﾅ 中1
169 松浦　百愛 ﾏﾂｳﾗ ﾄｱ 中3

5 東京ＳＣ 940 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 中学 935 丹治美奈子 ﾀﾝｼﾞ ﾐﾅｺ 中3

936 上垣こころ ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ 中2
937 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 中2

6 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 773 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 中3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 777 佐藤　瑠菜 ｻﾄｳ ﾙﾅ 中2

775 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 中3
776 辻岡　万凛 ﾂｼﾞｵｶ ﾏﾘﾝ 中2

7 Aqスポレスト 2653 樋口　実紅 ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ 中2
Aqｽﾎﾟﾚｽﾄ 中学 2654 阿部　　悠 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 中2

2651 板谷　紗瑛 ｲﾀﾀﾆ ｻｴ 中2
2652 坂口理彩子 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ 中2

8 イトマン西神 2641 青木　海音 ｱｵｷ ﾐｵ 中2
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 中学 2639 二宮　陽凪 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ 中2

2638 宮崎　渚沙 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 中2
2640 田中　萌生 ﾀﾅｶ ﾒｲ 中2
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第42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     
                                                  
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

3組
0

1 コナミ西宮 2573 大賀　　葵 ｵｵｶﾞ ｱｵｲ 中3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 中学 2574 松本　悠里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 中2

2576 木村　陽香 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 中1
2575 浅尾萌々香 ｱｻｵ ﾓﾓｶ 中2

2 Nagatsuta.SC 1485 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 中2
ﾅｶﾞﾂﾀSC 中学 1489 岩永　愛加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏﾅｶ 中2

1486 鈴木　琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 中2
1488 庄司　茉白 ｼｮｳｼﾞ ﾏｼﾛ 中2

3 金町ＳＣ 868 成田　芽生 ﾅﾘﾀ ﾒｲ 中3
ｶﾅﾏﾁSC 中学 871 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 中2

870 市川　倫子 ｲﾁｶﾜ ﾐｺ 中2
869 菅野　奈美 ｶﾝﾉ ﾅﾐ 中3

4 藤村ＳＳ 980 近藤ジュン ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 中3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 984 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 中2

981 渥美　千穂 ｱﾂﾐ ﾁﾎ 中3
979 堀籠ひなた ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ 中3

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1062 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 中3
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1059 今野　遥陽 ｺﾝﾉ ﾊﾙﾋ 中3

1060 飯島　夕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 中3
1064 田村　真優 ﾀﾑﾗ ﾏﾕ 中2

6 周南ＳＣ 2819 弘中　花音 ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ 中2
ｼｭｳﾅﾝSC 中学 2818 煙草谷さくら ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ 中2

2817 宮川　真凪 ﾐﾔｶﾜ ﾏﾅ 中3
2820 冨永　亜海 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾐ 中2

7 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1042 鈴木　泉美 ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ 中1
AQLUB HO 中学 1043 萩原　彩友 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕ 中1

1040 岡村　梨香 ｵｶﾑﾗ ﾘｶ 中3
1041 萩原　麻乃 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｻﾉ 中2

8 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 143 高橋　　翼 ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙｱｷﾀ 中学 141 宮﨑　夢乃 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾉ 中3

142 石井　胡春 ｲｼｲ ｺﾊﾙ 中3
144 山元　結心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾖ 中2
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