
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.267 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:54.73
ＣＳ                大会記録  4:09.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 浜名湖ＳＳ 1830 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 高1
ﾊﾏﾅｺSS 1828 水野結由那 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾅ 高2

1831 山崎　萌音 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾉﾝ 中3
1829 野中　咲歩 ﾉﾅｶ ｻﾎ 高2

4 大阪水泳学校 2385 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 高1
OSAKA.SG 2388 田積帆乃果 ﾀﾂﾑ ﾎﾉｶ 中3

2386 本田麻里奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ 高1
2387 中村　百恵 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｴ 高1

5 八幡浜高校 2865 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 高3
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 2867 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 高2

2866 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高3
2868 三嶋　　拓 ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ 高1

6

7

8

9
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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.267 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:54.73
ＣＳ                大会記録  4:09.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 新田高 2869 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 高3

ﾆｯﾀ 高校 2870 浅川　　楓 ｱｻｶﾜ ﾌｳ 高3
2871 秀野　亜耶 ｼｭｳﾉ ｱﾔ 高1
2872 井上　紗奈 ｲﾉｳｴ ｻﾅ 高1

1 スウィン美園 639 佐藤　　優 ｻﾄｳ ﾕｳ 高2
ｽｳｨﾝﾐｿﾉ 640 中村　光来 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 中2

637 荻原　　唯 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｲ 高3
638 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 高3

2 枚方ＳＳ 2425 椎葉　汐音 ｼｲﾊﾞ ｼｵﾝ 高1
ﾋﾗｶﾀSS 2427 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 中3

2423 宇野　莉奈 ｳﾉ ﾘﾅ 高1
2420 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 高3

3 セントラル泉 106 木口　真優 ｷｸﾞﾁ ﾏﾕ 高1
ｾ･ｲｽﾞﾐ 105 田村　汐音 ﾀﾑﾗ ｼｵﾝ 高3

108 渡辺　　杏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝ 中3
107 高橋　実花 ﾀｶﾊｼ ﾐｶ 中3

4 大野城ＳＣ 2910 三村はるな ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ 中3
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 中学 2908 熊川　菜穂 ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ 中3

2911 牟田　　楓 ﾑﾀ ｶｴﾃﾞ 中2
2909 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 中3

5 東京ＤＣ桜台 1164 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高3 棄権
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 高校 1163 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高3

1167 風祭　結愛 ｶｻﾞﾏﾂﾘ ﾕｲｱ 高2
1166 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高2

6 イトマン京都 2188 髙嶋　愛菜 ﾀｶｼﾏ ｱｲﾅ 高2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 高校 2189 八木　詩歩 ﾔｷﾞ ｼﾎ 高1

2187 山岸　真尋 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾋﾛ 高3
2186 松下奈那香 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾅｶ 高3

7 イトマン港北 1538 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 高3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 高校 1541 桑原　美優 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 高1

1539 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高3
1540 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 高3

8 常磐大高 198 菅谷　　夢 ｽｶﾞﾔ ﾕﾒ 高3
ﾄｷﾜﾀﾞｲｺｳ 高校 200 堀本　麻紘 ﾎﾘﾓﾄ ﾏﾋﾛ 高1

199 鈴木　捺衣 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｲ 高2
197 矢野　佑歩 ﾔﾉ ﾕﾎ 高3

9 須磨学園高校 2511 上根　悠香 ｶﾐﾈ ﾕｳｶ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2508 堀上　綺良 ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ 高3

2512 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 高3
2514 井上　真帆 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 高2
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加　盟
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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.267 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:54.73
ＣＳ                大会記録  4:09.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 豊川高 2014 山内　麻以 ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ 高2

ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2015 池田りんか ｲｹﾀﾞ ﾘﾝｶ 高2
2013 畑田真奈穂 ﾊﾀﾀﾞ ﾏﾅﾎ 高2
2008 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高3

1 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 652 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 高1
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 653 前田沙也佳 ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 中3

651 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 高1
649 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 高2

2 太成学院大高 2251 前川優里亜 ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｱ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2254 藤澤依里子 ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾘｺ 高1

2249 大林向日葵 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾜﾘ 高3
2255 杉山わか菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ 高1

3 東京ドーム 棄権
T.ﾄﾞｰﾑ

4 イ ト マ ン 2298 市地　颯華 ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2294 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高3

2295 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高3
2299 谷川亜華葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ 高1

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1499 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高3
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 高校 1498 吉田　杏子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 高3

1504 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 高2
1501 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高3

6 ＩＳＣ飯田 1630 佐藤　　柊 ｻﾄｳ ﾋｲﾗｷﾞ 高3
ISCｲｲﾀﾞ 1632 酒井　杏摘 ｻｶｲ ｱﾂﾞﾐ 中3

1631 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 高1
1629 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 高3

7 コナミ三田 2618 三原梨紗子 ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ 高1
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 高校 2615 岡田　侑奈 ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 高3

2617 岩永なつみ ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ 高2
2616 上田　幸歩 ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ 高2

8 秋田北高校 148 沢田　海音 ｻﾜﾀﾞ ﾐｵ 高3
ｱｷﾀｷﾀ 高校 147 佐藤真由子 ｻﾄｳ ﾏﾕｺ 高3

149 柿崎　杏弥 ｶｷｻﾞｷ ｱﾐ 高3
150 髙橋　南子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｺ 高1

9 椙山女学園高 1866 伊與田寧々 ｲﾖﾀﾞ ﾈﾈ 高2
SUGIYAMA 高校 1864 小栁　麻衣 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 高2

1865 深谷　　綾 ﾌｶﾔ ｱﾔ 高2
1863 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 高3
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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.267 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:54.73
ＣＳ                大会記録  4:09.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 愛み大瑞穂高 1856 酒井　涼花 ｻｶｲ ｽｽﾞｶ 高2

MIZUHO 高校 1857 鬼頭　怜花 ｷﾄｳ ﾙｶ 高2
1855 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 高2
1852 水谷　　楓 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 高3

1 関大北陽 2234 青井　遥香 ｱｵｲ ﾊﾙｶ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2233 天白　愛菜 ﾃﾝﾊﾟｸ ｱｲﾅ 高2

2231 瀧本帆乃佳 ﾀｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 高3
2232 林　　依茉 ﾊﾔｼ ｴﾏ 高3

2 東京ＳＣ 929 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高3
ﾄｳｷｮｳSC 934 今井　優奈 ｲﾏｲ ﾕｳﾅ 中3

932 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 高1
931 橋本季里香 ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ 高2

3 ＳＡ新城 1382 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 高3
SAｼﾝｼﾞｮｳ 1387 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 中3

1386 早川さくら ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ 高1
1384 眞野　杏里 ﾏﾉ ｱﾝﾘ 高2

4 京都外大西高 2134 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高2
KGN 高校 2133 宮本　優海 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ 高2

2132 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高3
2137 諸橋　光咲 ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ 高1

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1055 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 高2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1056 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 高1

1061 徳永　結夢 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ 中3
1058 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中3

6 ＪＳＳ八王子 1230 石田　瑠海 ｲｼﾀﾞ ﾙｶ 高2
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1231 串田　結依 ｸｼﾀﾞ ﾕｲ 高2

1229 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 高3
1232 不破菜々子 ﾌﾜ ﾅﾅｺ 高1

7 NECGSC溝の口 1589 川田麻奈未 ｶﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ 高3
NECGSC M 1593 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 高1

1594 山本けいと ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ 中3
1590 山本くるみ ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ 高2

8 中京大中京高 1900 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高3
CHUKYO 高校 1905 太田ゆめの ｵｵﾀ ﾕﾒﾉ 高1

1901 中間　海菜 ﾅｶﾏ ﾐﾅ 高2
1903 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高2

9 市尼崎高 2501 三木　怜奈 ﾐｷ ﾚｲﾅ 高2
ICHIAMA 高校 2499 皆見　香琳 ﾐﾅﾐ ｶﾘﾝ 高3

2500 中前　凜音 ﾅｶﾏｴ ﾘｵﾝ 高2
2497 大野なな実 ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ 高3
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