
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   1:51.33
競技No. :  57 女子 4x50m メドレーリレー 予選

１１～１２歳 大会記録   2:00.65

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

1 297 ｲﾄﾏﾝ春日井 愛  知 1801 伊藤　愛珠 ｲﾄｳ ｱﾐ 小6 2:06.84
ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ 一般 1800 與河　沙奈 ﾖｶﾜ ｻﾅ 小6

１１～１２歳1799 牛塲　彩乃 ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ 中1
1802 吉子　未夏 ﾖｼｺ ﾐｲﾅ 小6

2 243 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 神奈川 1382 吉澤麗花亜 ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾌｱ 中1 2:05.04
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 一般 1381 金井亜緒依 ｶﾅｲ ｱｵｲ 中1

１１～１２歳1384 新里　美羽 ｼﾝｻﾞﾄ ﾐｳ 小6
1385 伊勢　心羽 ｲｾ ｺｺﾊ 小6

3 9 ウイング八戸 青  森 棄権
ｳｲﾝｸﾞﾊﾁﾉﾍ 一般

１１～１２歳

4 218 NECGSC玉川 神奈川 1247 牧田　心海 ﾏｷﾀ ｺｺﾐ 中1 2:02.83
NECGSC T 一般 1248 中澤　柑奈 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾝﾅ 中1

１１～１２歳1250 坂本　凌子 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｺ 小6
1251 三井陽菜乃 ﾐﾂｲ ﾋﾅﾉ 小5

5 110 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 千  葉 648 榎本　羽純 ｴﾉﾓﾄ ﾊｽﾐ 中1 2:04.34
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649 阿部　玲也 ｱﾍﾞ ﾚﾔ 中1
650 岡田　環和 ｵｶﾀﾞ ｶﾝﾅ 中1

6 333 イトマン京都 京  都 2093 小石　春菜 ｺｲｼ ﾊﾙﾅ 小6 2:04.91
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 一般 2094 一色由香理 ｲｯｼｷ ﾕｶﾘ 小6

１１～１２歳2091 能勢　水音 ﾉｾ ﾐｵﾄ 中1
2096 青沼　凪紗 ｱｵﾇﾏ ﾅｷﾞｻ 小5

7 398 イトマン神戸 兵  庫 2426 狩野　紗奈 ｶﾉｳ ｻﾅ 小6 2:05.24
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 一般 2424 廣田　七海 ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ 小6

１１～１２歳2425 藤井　咲羽 ﾌｼﾞｲ ｻﾜ 小6
2423 坂口　倫菜 ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾅ 中1
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2組
0

1 411 ＮＳＩ 兵  庫 2486 岩﨑　心美 ｲﾜｻｷ ｺｺﾐ 中1 2:06.69
NSI 一般 2485 西尾　柚乃 ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ 中1

１１～１２歳2487 江端美月季 ｴﾊﾞﾀ ﾐﾂﾞｷ 小6
2488 楠井　彩乃 ｸｽｲ ｱﾔﾉ 小6

2 221 アクラブ藤沢 神奈川 1271 中野　礼依 ﾅｶﾉ ﾚｲ 小6 2:04.99
AQLUB FJ 一般 1270 工藤　弓奈 ｸﾄﾞｳ ﾕﾅ 小6

１１～１２歳1272 八木　陽夏 ﾔｷﾞ ﾋﾅﾂ 小5
1269 大川　朋夏 ｵｵｶﾜ ﾓﾅ 中1

3 22 あかやまＳＳ 茨  城 棄権
ｱｶﾔﾏSS 一般

１１～１２歳

4 258 イトマン港北 神奈川 1496 妻木　唯凪 ﾂﾏｷ ﾕｲﾅ 中1 2:02.35
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 一般 1497 石川　真菜 ｲｼｶﾜ ﾏﾅ 中1

１１～１２歳1498 村上　心都 ﾑﾗｶﾐ ｺﾄ 小6
1499 本保花菜子 ﾓﾄﾔｽ ｶﾅｺ 小6

5 70 スウィン加須 埼  玉 455 笠原　未咲 ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ 小6 2:04.02
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

6 153 金町ＳＣ 東  京 877 小笠原　悠 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 中1 2:04.90
ｶﾅﾏﾁSC 一般 875 清宮菜々恵 ｷﾖﾐﾔ ﾅﾅｴ 中1

１１～１２歳876 菊池　　遥 ｷｸﾁ ﾖｳ 中1
878 岡田　七海 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 小6

7 170 東京ＤＣ 東  京 957 佐藤　　渚 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 小6 2:05.22
ﾄｳｷｮｳDC 一般 954 木村　心香 ｷﾑﾗ ﾎﾉｶ 中1

１１～１２歳958 土屋　　愛 ﾂﾁﾔ ｱｲ 小6
955 大江萌々香 ｵｵｴ ﾓﾓｶ 中1

8 119 稲毛インター 千  葉 704 関　咲也子 ｾｷ ｻﾔｺ 中1 2:07.34
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 一般 707 河野　芽依 ｶﾜﾉ ﾒｲ 小6

１１～１２歳705 桑田　奈々 ｸﾜﾀ ﾅﾅ 小6
706 仲澤　昊舞 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｺﾏ 小6
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3組
0

1 155 ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬 東  京 885 栗原　紗玖 ｸﾘﾊﾗ ｻｸ 小6 2:05.27
ｾﾝﾄﾗﾙｷﾖｾ 一般 882 松﨑　陽菜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾅ 中1

１１～１２歳884 山村　乙夏 ﾔﾏﾑﾗ ｵﾄｶ 小6
883 大橋　　絆 ｵｵﾊｼ ｷｽﾞﾅ 小6

2 368 初芝ＳＳ 大  阪 2268 谷本　美乃 ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙﾉ 小6 2:04.95
ﾊﾂｼﾊﾞSS 一般 2267 阪井　葵心 ｻｶｲ ｱｵｲ 中1

１１～１２歳2270 前田　　杏 ﾏｴﾀﾞ ｱﾝ 小6
2269 佐伯　陽菜 ｻｴｷ ﾊﾙﾅ 小6

3 275 アクシー東 新  潟 1592 坂口　莉子 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｺ 小6 2:04.59
ｱｸｼｰﾋｶﾞｼ 小学 1591 佐藤　朝日 ｻﾄｳ ﾓｶ 小6

１１～１２歳1588 小嶋　寿々 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞ 小6
1593 橋本　志保 ﾊｼﾓﾄ ｼﾎ 小6

4 330 京都踏水会 京  都 2063 塚本　結衣 ﾂｶﾓﾄ ﾕｲ 中1 2:01.46
ﾄｳｽｲｶｲ 中学 2066 瀬戸口柚花 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳｶ 中1

１１～１２歳2065 大秦　清峯 ｵｵﾊﾀ ｻﾔﾈ 中1
2062 奥田　菜月 ｵｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 中1

5 200 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 東  京 1139 栗本かれん ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ 中1 2:02.86
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 一般 1140 佐藤　桜羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 小6

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

6 52 スウィン大宮 埼  玉 359 真柄陽奈子 ﾏｶﾞﾗ ﾋﾅｺ 小5 2:04.79
SWｵｵﾐﾔ 一般 356 髙山　紫妃 ﾀｶﾔﾏ ｼｷ 中1

１１～１２歳357 田熊　紗也 ﾀｸﾞﾏ ｻﾔ 小6
358 足立　優希 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ 小6

7 158 東京ＳＣ 東  京 946 鯨井あぐり ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ 小6 2:05.14
ﾄｳｷｮｳSC 小学 943 鈴木里桜子 ｽｽﾞｷ ﾘｵｺ 小6

１１～１２歳945 酒葉　理穂 ｻｶﾊﾞ ﾘﾎ 小6
944 堀切　梓彩 ﾎﾘｷﾘ ｱｽﾞｻ 小6

8 416 イトマン王寺 奈  良 2569 木藤　　晴 ｷﾄｳ ﾊﾙ 小6 2:07.09
ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 一般 2570 藤澤　由衣 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｲ 小6

１１～１２歳2571 牛田　明里 ｳｼﾀﾞ ｱｶﾘ 小6
2568 山内　颯華 ﾔﾏｳﾁ ﾌｳｶ 中1
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