
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. :  19 女子 4x50m フリーリレー 予選

１１～１２歳 大会記録   1:50.74

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 36 アンタレスSS 栃  木 棄権

ｱﾝﾀﾚｽSS 一般
１１～１２歳

1 291 イトマン中村 愛  知 1779 杉浦　遥香 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙｶ 小6 1:56.85
ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 一般 1778 住田　蘭奈 ｽﾐﾀﾞ ﾗﾝﾅ 中1

１１～１２歳1777 山田　乃彩 ﾔﾏﾀﾞ ﾉｲ 中1
1776 井上　澄奏 ｲﾉｳｴ ｽﾐｶ 中1

2 7 スコーレ千歳 北海道 59 黒崎　ゆら ｸﾛｻｷ ﾕﾗ 小6 1:56.73
ｽｺｰﾚﾁﾄｾ 一般 57 渡邉　志帆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾎ 中1

１１～１２歳58 菅原みなみ ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅﾐ 小6
60 吉本　　想 ﾖｼﾓﾄ ｿｳ 小6

3 56 スウィン北本 埼  玉 391 松田　琴愛 ﾏﾂﾀﾞ ｺﾄｱ 中1 1:56.08
SWｷﾀﾓﾄ 一般 392 塚田　陽菜 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 小6

１１～１２歳393 掛札　彩乃 ｶｹﾌﾀﾞ ｱﾔﾉ 小6
390 森　　香乃 ﾓﾘ ｶﾉ 中1

4 199 東京ＤＣ駒沢 東  京 1128 関野美佑汐 ｾｷﾉ ﾐﾕｳ 中1 1:54.85
DCｺﾏｻﾞﾜ 一般 1129 徳田　　詩 ﾄｸﾀﾞ ｳﾀ 中1

１１～１２歳1131 堀田　彩音 ﾎｯﾀ ｱﾔﾈ 小6
1130 登立　理紗 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ﾘｻ 小6

5 406 コナミ西宮 兵  庫 2460 酒井　柚奈 ｻｶｲ ﾕﾅ 小6 1:54.88
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 一般 2459 指方　心絆 ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ 小6

１１～１２歳2457 坂本　紗依 ｻｶﾓﾄ ｻｴ 中1
2458 三宅　咲織 ﾐﾔｹ ｻｵﾘ 小6

6 428 ＯＫＳＳ 徳  島 2706 井川　愛心 ｲｶﾜ ｱｺ 小6 1:56.29
OKSS 小学 2707 笠原　のこ ｶｻﾊﾗ ﾉｺ 小6

１１～１２歳2705 鈴木　陽芽 ｽｽﾞｷ ﾋﾒ 小6
2708 井坂　心緒 ｲｻｶ ﾐｵ 小6

7 122 稲毛インター 千  葉 705 桑田　奈々 ｸﾜﾀ ﾅﾅ 小6 1:56.76
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 一般 704 関　咲也子 ｾｷ ｻﾔｺ 中1

１１～１２歳708 小林　知世 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾖ 小6
706 仲澤　昊舞 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｺﾏ 小6

8 31 イトマン守谷 茨  城 233 佐藤　心音 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 小6 1:57.20
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 一般 234 古川　陽菜 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾅ 小6

１１～１２歳232 阿部　未咲 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 中1
235 内橋　乃蒼 ｳﾁﾊｼ ﾉｱ 小6

9 358 枚方SSNACL 大  阪 2192 奥　　綾香 ｵｸ ｱﾔｶ 中1 1:57.29
ﾋﾗｶﾀNACL 一般 2194 星山　柊奈 ﾎｼﾔﾏ ﾋﾅ 小6

１１～１２歳2195 加納　寧々 ｶﾉｳ ﾈﾈ 小5
2193 横山　美陽 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾋ 小6
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2組
0 195 ｽｳｨﾝ高島平 東  京 1080 寺山　璃音 ﾃﾗﾔﾏ ﾘｵﾝ 中1 1:54.63

ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 一般 1078 勝呂　一愛 ｽｸﾞﾛ ｲﾁｱ 中1
１１～１２歳1079 小出　桜音 ｺｲﾃﾞ ｵﾄ 中1

1081 奥平　愛里 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｱｲﾘ 小6

1 201 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 東  京 1140 佐藤　桜羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 小6 1:54.29
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 一般 1139 栗本かれん ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ 中1

１１～１２歳1142 日名子凛菜 ﾋﾅｺﾞ ﾘﾝﾅ 小5
1141 後藤　一花 ｺﾞﾄｳ ｲﾁｶ 小6

2 169 東京ＤＣ 東  京 955 大江萌々香 ｵｵｴ ﾓﾓｶ 中1 1:53.99
ﾄｳｷｮｳDC 一般 954 木村　心香 ｷﾑﾗ ﾎﾉｶ 中1

１１～１２歳956 和田　　桜 ﾜﾀﾞ ｻｸﾗ 中1
957 佐藤　　渚 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 小6

3 276 アクシー東 新  潟 1594 坂爪　　華 ｻｶﾂﾒ ﾊﾅ 小6 1:53.46
ｱｸｼｰﾋｶﾞｼ 一般 1587 登坂　　文 ﾄｻｶ ﾌﾐ 中1

１１～１２歳1589 佐藤　花帆 ｻﾄｳ ｶﾎ 小6
1593 橋本　志保 ﾊｼﾓﾄ ｼﾎ 小6

4 329 京都踏水会 京  都 2065 大秦　清峯 ｵｵﾊﾀ ｻﾔﾈ 中1 1:52.20
ﾄｳｽｲｶｲ 一般 2062 奥田　菜月 ｵｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 中1

１１～１２歳2068 福井あやね ﾌｸｲ ｱﾔﾈ 小6
2070 森澤　颯月 ﾓﾘｻﾜ ｻﾂｷ 小6

5 264 イトマン港北 神奈川 1497 石川　真菜 ｲｼｶﾜ ﾏﾅ 中1 1:52.84
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 一般 1498 村上　心都 ﾑﾗｶﾐ ｺﾄ 小6

１１～１２歳1499 本保花菜子 ﾓﾄﾔｽ ｶﾅｺ 小6
1496 妻木　唯凪 ﾂﾏｷ ﾕｲﾅ 中1

6 23 あかやまＳＳ 茨  城 棄権
ｱｶﾔﾏSS 一般

１１～１２歳

7 54 ｽｳｨﾝ大宮西 埼  玉 370 鈴木　杏梨 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ 小5 1:54.19
SWｵｵﾐﾔﾆｼ 一般 368 岡田　麻希 ｵｶﾀﾞ ﾏｷ 小6

１１～１２歳367 田島ありす ﾀｼﾞﾏ ｱﾘｽ 中1
369 西浦　杏奈 ﾆｼｳﾗ ｱﾝﾅ 小6

8 192 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 東  京 1055 西松　明希 ﾆｼﾏﾂ ｱｷ 中1 1:54.55
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 一般 1058 髙木　七海 ﾀｶｷﾞ ﾅﾅﾐ 小6

１１～１２歳1056 黒須あやめ ｸﾛｽ ｱﾔﾒ 小6
1057 小泉　奈瑚 ｺｲｽﾞﾐ ﾅｺ 小6

9 417 イトマン王寺 奈  良 2568 山内　颯華 ﾔﾏｳﾁ ﾌｳｶ 中1 1:54.68
ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 一般 2571 牛田　明里 ｳｼﾀﾞ ｱｶﾘ 小6

１１～１２歳2569 木藤　　晴 ｷﾄｳ ﾊﾙ 小6
2570 藤澤　由衣 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｲ 小6
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3組
0 165 東京ＳＣ 東  京 946 鯨井あぐり ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ 小6 1:54.62

ﾄｳｷｮｳSC 一般 944 堀切　梓彩 ﾎﾘｷﾘ ｱｽﾞｻ 小6
１１～１２歳945 酒葉　理穂 ｻｶﾊﾞ ﾘﾎ 小6

942 伊藤湖衣乃 ｲﾄｳ ｺｲﾉ 中1

1 98 ｽｳｨﾝみよし 埼  玉 586 吉原　優花 ﾖｼﾊﾗ ﾕｶ 小6 1:54.25
SWﾐﾖｼ 小学 583 中谷　陽香 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾙｶ 小6

１１～１２歳584 小峯かなみ ｺﾐﾈ ｶﾅﾐ 小6
585 鈴木　瑠華 ｽｽﾞｷ ﾙｶ 小6

2 49 スウィン大宮 埼  玉 357 田熊　紗也 ﾀｸﾞﾏ ｻﾔ 小6 1:53.93
SWｵｵﾐﾔ 一般 358 足立　優希 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ 小6

１１～１２歳356 髙山　紫妃 ﾀｶﾔﾏ ｼｷ 中1
359 真柄陽奈子 ﾏｶﾞﾗ ﾋﾅｺ 小5

3 97 スウィン坂戸 埼  玉 574 溝下あいこ ﾐｿﾞｼﾀ ｱｲｺ 中1 1:53.35
ｽｳｨﾝｻｶﾄﾞ 一般 573 三村　夏月 ﾐﾑﾗ ﾅﾂｷ 中1

１１～１２歳575 豊田　藍美 ﾄﾖﾀﾞ ｱｲﾐ 中1
576 坂本　莉瀬 ｻｶﾓﾄ ﾘｾ 小6

4 92 スウィン越谷 埼  玉 551 板谷久瑠実 ｲﾀﾔ ｸﾙﾐ 中1 1:51.25
SWｺｼｶﾞﾔ 一般 554 戸張　真子 ﾄﾊﾞﾘ ﾏｺ 小6

１１～１２歳552 関根千桜里 ｾｷﾈ ﾁｵﾘ 小6
553 保村　咲那 ﾔｽﾑﾗ ｻﾅ 小6

5 223 アクラブ藤沢 神奈川 1271 中野　礼依 ﾅｶﾉ ﾚｲ 小6 1:52.71
AQLUB FJ 一般 1269 大川　朋夏 ｵｵｶﾜ ﾓﾅ 中1

１１～１２歳1272 八木　陽夏 ﾔｷﾞ ﾋﾅﾂ 小5
1270 工藤　弓奈 ｸﾄﾞｳ ﾕﾅ 小6

6 41 スウィン高崎 群  馬 303 松嶋　　花 ﾏﾂｼﾏ ﾊﾅ 中1 1:53.58
SWﾀｶｻｷ 一般 306 渡辺　佳愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉｱ 小6

１１～１２歳305 大塚　萌生 ｵｵﾂｶ ﾒｲ 中1
304 永井　茉緒 ﾅｶﾞｲ ﾏｵ 中1

7 183 コナミ西葛西 東  京 1015 権田　三実 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾐﾐ 小6 1:54.00
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 一般 1013 下地　十愛 ｼﾓｼﾞ ﾄｱ 小6

１１～１２歳1012 永井　梨沙 ﾅｶﾞｲ ﾘｻ 中1
1014 沢田石陽莉 ｻﾜﾀﾞｲｼ ﾋﾏﾘ 小6

8 232 コナミ林間 神奈川 1298 高安　　凛 ﾀｶﾔｽ ﾘﾝ 小6 1:54.41
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 小学 1299 後藤　颯希 ｺﾞﾄｳ ｻﾂｷ 小6

１１～１２歳1300 駒村　優奈 ｺﾏﾑﾗ ﾕﾅ 小6
1297 會田　万桜 ｱｲﾀﾞ ﾏｵ 小6

9 116 VERDI 千  葉 689 山﨑帆乃佳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾎﾉｶ 小6 1:54.68
VERDI 小学 688 久保田結唯 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 小6

１１～１２歳687 北野　瑞季 ｷﾀﾉ ﾐｽﾞｷ 小6
686 柴田　心菜 ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾅ 小6
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4組
0 69 スウィン加須 埼  玉 455 笠原　未咲 ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ 小6 1:54.58

ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 一般 452 藤倉　来羽 ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾊﾈ 中1
１１～１２歳453 矢島香月葉 ﾔｼﾞﾏ ｶﾂﾞﾊ 中1

454 石川　愛徠 ｲｼｶﾜ ｱｲﾗ 中1

1 99 ｽｳｨﾝ南越谷 埼  玉 603 村山　芽生 ﾑﾗﾔﾏ ﾒｲ 小5 1:54.21
SWﾅﾝｺｼ 一般 604 瀧田　実玲 ﾀｷﾀ ﾐﾚｲ 小5

１１～１２歳602 沼田絵心佳 ﾇﾏﾀ ｴﾐｶ 小6
601 各務こころ ｶｶﾞﾐ ｺｺﾛ 中1

2 95 ｽｳｨﾝふじみ野 埼  玉 566 神谷　　雫 ｶﾐﾔ ｼｽﾞｸ 小6 1:53.92
SWﾌｼﾞﾐﾉ 一般 567 岩﨑　天琉 ｲﾜｻｷ ｱﾒﾙ 小6

１１～１２歳568 山田　利華 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶ 小6
565 入江　　愛 ｲﾘｴ ｱｲ 中1

3 109 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 千  葉 650 岡田　環和 ｵｶﾀﾞ ｶﾝﾅ 中1 1:53.32
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 一般 651 柴田　椛帆 ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 小6

１１～１２歳648 榎本　羽純 ｴﾉﾓﾄ ﾊｽﾐ 中1
649 阿部　玲也 ｱﾍﾞ ﾚﾔ 中1

4 217 NECGSC玉川 神奈川 1247 牧田　心海 ﾏｷﾀ ｺｺﾐ 中1 1:51.14
NECGSC T 一般 1251 三井陽菜乃 ﾐﾂｲ ﾋﾅﾉ 小5

１１～１２歳1250 坂本　凌子 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｺ 小6
1249 鈴木ありさ ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ 小6

5 332 イトマン京都 京  都 2092 池内　そら ｲｹｳﾁ ｿﾗ 小6 1:52.51
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 一般 2091 能勢　水音 ﾉｾ ﾐｵﾄ 中1

１１～１２歳2096 青沼　凪紗 ｱｵﾇﾏ ﾅｷﾞｻ 小5
2095 桝本　　空 ﾏｽﾓﾄ ｿﾗ 小6

6 248 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 神奈川 1383 鈴木　　杏 ｽｽﾞｷ ｱﾝ 中1 1:53.51
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 一般 1382 吉澤麗花亜 ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾌｱ 中1

１１～１２歳1384 新里　美羽 ｼﾝｻﾞﾄ ﾐｳ 小6
1381 金井亜緒依 ｶﾅｲ ｱｵｲ 中1

7 369 初芝ＳＳ 大  阪 2268 谷本　美乃 ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙﾉ 小6 1:53.99
ﾊﾂｼﾊﾞSS 一般 2270 前田　　杏 ﾏｴﾀﾞ ｱﾝ 小6

１１～１２歳2269 佐伯　陽菜 ｻｴｷ ﾊﾙﾅ 小6
2267 阪井　葵心 ｻｶｲ ｱｵｲ 中1

8 178 藤村ＳＳ 東  京 984 中村　美柚 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 中1 1:54.38
ﾌｼﾞﾑﾗSS 一般 985 冨田みらい ﾄﾐﾀ ﾐﾗｲ 小6

１１～１２歳986 小林　桜子 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗｺ 小6
987 高尾　夏帆 ﾀｶｵ ｶﾎ 小5

9 210 ｲﾄﾏﾝ富士見台 東  京 1194 永吉　咲良 ﾅｶﾞﾖｼ ｻﾗ 中1 1:54.65
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 一般 1196 若山　楓香 ﾜｶﾔﾏ ﾌｳｶ 小6

１１～１２歳1197 河合　玲奈 ｶﾜｲ ﾚﾅ 小6
1195 渡辺　実優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中1
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