
第44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

大阪・東和薬品ラクタブドーム

日本記録   1:38.67
競技No. :  7 女子 4x50m フリーリレー 予選

１０歳以下 大会記録   1:57.76

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

1組
0

1 378 枚方ＳＳ 大  阪 2300 大河原羽菜 ｵｵｶﾞﾜﾗ ﾊﾅ 小5 2:07.87
ﾋﾗｶﾀSS 小学 2301 松本　　望 ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 小5

１０歳以下 2302 東　　祐愛 ｱｽﾞﾏ ﾕｱ 小5
2303 伊崎　里莉 ｲｻﾞｷ ｻﾄﾘ 小4

2 359 ＫＴＶ豊中 大  阪 2203 東　　花凛 ｱｽﾞﾏ ｶﾘﾝ 小4 2:05.17
KTVﾄﾖﾅｶ 小学 2202 梶谷彩由里 ｶｼﾞﾀﾆ ｻﾕﾘ 小5

１０歳以下 2204 満島　紬乃 ﾐﾂｼﾏ ﾕﾉ 小4
2201 竹内　愛瑠 ﾀｹｳﾁ ﾒﾙ 小5

3 422 ＫＳＧ・徳山 山  口 棄権
KSGﾄｸﾔﾏ 一般

１０歳以下

4 50 スウィン大宮 埼  玉 363 今井　虹心 ｲﾏｲ ｺｺ 小4 2:03.03
SWｵｵﾐﾔ 小学 361 岸上　遥香 ｷｼｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 小5

１０歳以下 362 福田あめり ﾌｸﾀﾞ ｱﾒﾘ 小4
360 山本　幸奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ 小5

5 84 ｽｳｨﾝ大宮南 埼  玉 508 山口　歩美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾐ 小4 2:04.37
SWｵｵﾐﾔﾐﾅ 小学 507 大山　由貴 ｵｵﾔﾏ ﾕｷ 小4

１０歳以下 506 髙橋　桜咲 ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ 小4
509 眞山恵理菜 ｻﾅﾔﾏ ｴﾘﾅ 小4

6 209 ｲﾄﾏﾝ富士見台 東  京 1201 芳野　夏音 ﾖｼﾉ ｶﾉﾝ 小4 2:04.86
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 小学 1200 小島　美夢 ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ 小5

１０歳以下 1199 瀬下　千砂 ｾｼﾓ ﾁｻ 小5
1202 関田　桜咲 ｾｷﾀ ｵｳｻ 小3

7 8 スコーレ千歳 北海道 64 山口亜梨好 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾘｽ 小4 2:07.13
ｽｺｰﾚﾁﾄｾ 小学 61 石黒梨恵奈 ｲｼｸﾞﾛ ﾘｴﾅ 小5

１０歳以下 62 酒井　桃花 ｻｶｲ ﾓﾓｶ 小5
63 佐野　心春 ｻﾉ ｺﾊﾙ 小5
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2組
0

1 1 ＪＳＳ清田 北海道 12 工藤　心愛 ｸﾄﾞｳ ｺｱ 小4 2:07.65
JSSｷﾖﾀ 小学 10 佐々木望結 ｻｻｷ ﾐﾕ 小5

１０歳以下 11 川眞田結菜 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳﾅ 小5
13 佐藤　　琳 ｻﾄｳ ﾘﾝｺﾞ 小3

2 174 藤村ＳＳ 東  京 988 藤田　理紗 ﾌｼﾞﾀ ﾘｻ 小5 2:05.08
ﾌｼﾞﾑﾗSS 小学 990 黒崎なる美 ｸﾛｻｷ ﾅﾙﾐ 小5

１０歳以下 991 藤田　奈央 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ 小3
989 松木　京香 ﾏﾂｷ ｷｮｳｶ 小5

3 414 ｲﾄﾏﾝ大和郡山 奈  良 2555 東　　凜奈 ﾋｶﾞｼ ﾘﾅ 小5 2:04.58
ｲﾄﾏﾝﾔﾏﾄ 小学 2556 塩入　　澪 ｼｵｲﾘ ﾐｵ 小4

１０歳以下 2553 大江　沙奈 ｵｵｴ ｻﾅ 小5
2554 大友　香波 ｵｵﾄﾓ ｶﾅﾐ 小5

4 55 ｽｳｨﾝ大宮西 埼  玉 372 鈴木　里歩 ｽｽﾞｷ ﾘﾎ 小4 2:01.64
SWｵｵﾐﾔﾆｼ 小学 371 山中　彩花 ﾔﾏﾅｶ ｱﾔｶ 小4

１０歳以下 373 冨澤　香珠 ﾄﾐｻﾜ ｶｼﾞｭ 小4
374 奥貫　　陽 ｵｸﾇｷ ﾐﾅﾐ 小4

5 94 春日部中央 埼  玉 559 荒井　里奈 ｱﾗｲ ﾘﾅ 小5 2:04.04
ﾁｭｳｵｳSS 小学 560 塩田　知優 ｼｵﾀﾞ ﾁﾋﾛ 小5

１０歳以下 561 横井　彩莉 ﾖｺｲ ｱｶﾘ 小4
558 吉田　菜月 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 小5

6 255 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 神奈川 1459 渡部　颯子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｺ 小4 2:04.85
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 小学 1460 鈴木　灯音 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 小4

１０歳以下 1461 若山　瑠夏 ﾜｶﾔﾏ ﾙｶ 小4
1458 宍戸　柚麻 ｼｼﾄﾞ ﾕﾏ 小5

7 418 ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 和歌山 2596 宇口　誉笑 ｳｺｳ ﾎﾜ 小4 2:06.26
ﾊﾟﾙｵｵﾀ 小学 2595 田中　風羽 ﾀﾅｶ ﾌｳ 小4

１０歳以下 2593 蜂谷彩綺華 ﾊﾁﾔ ｱｷﾊ 小5
2594 上野　莉那 ｳｴﾉ ﾘﾅ 小5
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3組
0

1 5 ｲﾄﾏﾝ宮の森 北海道 35 佐藤　紗希 ｻﾄｳ ｻｷ 小4 2:07.54
ｲﾄ･ﾐﾔﾉﾓﾘ 小学 34 渡辺花留晏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｱ 小5

１０歳以下 36 久保　心春 ｸﾎﾞ ｺﾊﾙ 小4
38 板橋　芭絃 ｲﾀﾊｼ ﾊｵ 小4

2 379 NSI三国 大  阪 2312 河渕なのは ｶﾜﾌﾞﾁ ﾅﾉﾊ 小5 2:04.91
NSIﾐｸﾆ 小学 2311 林　　愛子 ﾊﾔｼ ｱｺ 小5

１０歳以下 2313 濱野　璃都 ﾊﾏﾉ ﾘﾄ 小5
2314 川茂　史歩 ｶﾜﾓ ｼﾎ 小4

3 39 ｽｳｨﾝ宇都宮 栃  木 283 鹿野　結愛 ｶﾉ ﾕｱ 小4 2:04.46
SWｳﾂﾉﾐﾔ 小学 282 鈴木　志歩 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 小4

１０歳以下 284 松尾　明璃 ﾏﾂｵ ｱｶﾘ 小4
281 松下　　愛 ﾏﾂｼﾀ ｱｲ 小4

4 193 マリン西新井 東  京 1077 遠藤　有咲 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾘｻ 小5 1:59.65
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 小学 1075 川西　咲依 ｶﾜﾆｼ ｻｴ 小5

１０歳以下 1073 草道梨紗子 ｸｻﾐﾁ ﾘｻｺ 小5
1074 割方　唯寧 ﾜﾘｶﾀ ﾕｲﾅ 小5

5 242 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 神奈川 1387 山本　悠稀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 小5 2:04.00
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 小学 1389 遠藤　里紗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 小5

１０歳以下 1386 金井里緒奈 ｶﾅｲ ﾘｵﾅ 小5
1388 西下優海帆 ﾆｼｼﾀ ﾕﾐﾎ 小5

6 202 ﾙﾈｻﾝｽ北砂 東  京 1147 新井　結花 ｱﾗｲ ﾕｲｶ 小4 2:04.84
ﾙﾈｻﾝｽｷﾀｽ 小学 1145 中村　希美 ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小4

１０歳以下 1146 吉田　柚希 ﾖｼﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 小4
1144 綾部こはる ｱﾔﾍﾞ ｺﾊﾙ 小5

7 42 スウィン高崎 群  馬 308 志村　結月 ｼﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 小5 2:06.07
SWﾀｶｻｷ 小学 307 清水　莉乃 ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ 小5

１０歳以下 309 佐藤　亜美 ｻﾄｳ ｱﾐ 小5
310 田丸　咲穂 ﾀﾏﾙ ｻﾎ 小4

8 294 イトマン中村 愛  知 1780 向山　　愛 ﾑｶｲﾔﾏ ｱｲ 小5 2:07.91
ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 小学 1781 伏見　真琴 ﾌｼﾐ ﾏｺﾄ 小4

１０歳以下 1782 横井　里咲 ﾖｺｲ ﾘｻ 小4
1783 四元　瑠美 ﾖﾂﾓﾄ ﾙﾐ 小3
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