
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   3:36.17
競技No. :  149 女子 4x100m フリーリレー 予選

１３～１４歳 大会記録   3:53.98

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

2 164 東京ＳＣ 東  京 936 ロイド珠里亜 ﾛｲﾄﾞ ｼﾞｭﾘｱ 中3 3:58.89
ﾄｳｷｮｳSC 中学 938 長谷明日香 ﾊｾ ｱｽｶ 中2

１３～１４歳939 竹澤　芦奈 ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ 中2
940 斉藤　美月 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 中1

3 78 スウィン埼玉 埼  玉 493 髙橋　彩加 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 中3 3:56.52
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 中学 492 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 中3

１３～１４歳494 西潟　莉来 ﾆｼｶﾞﾀ ﾘｺ 中2
491 山本　結月 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 中3

4 260 イトマン港北 神奈川 1491 木所美音楽 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ 中3 3:53.33
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1495 根岸　空希 ﾈｷﾞｼ ｿﾗﾈ 中1

１３～１４歳1492 須藤璃々花 ｽﾄﾞｳ ﾘﾘｶ 中2
1494 児玉　海生 ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ 中2

5 151 金町ＳＣ 東  京 870 川俣　　紬 ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ 中3 3:53.75
ｶﾅﾏﾁSC 中学 873 大森　美桜 ｵｵﾓﾘ ﾐｵ 中1

１３～１４歳872 大畑　杏紀 ｵｵﾊﾀ ｱｷ 中2
869 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 中3

6 104 ｽｳｨﾝ春日部 埼  玉 628 九法　真菜 ｸﾉﾘ ﾏﾅ 中2 3:58.80
SWｶｽｶﾍﾞ 中学 626 黒田祐紀菜 ｸﾛﾀﾞ ﾕｷﾅ 中3

１３～１４歳629 坂下　　葵 ｻｶｼﾀ ｱｵｲ 中1
627 小林　望乃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾉ 中2

7 230 コナミ林間 神奈川 1296 佐々木萌花 ｻｻｷ ﾎﾉｶ 中2 3:59.18
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中学 1295 稲垣　　遥 ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙｶ 中3

１３～１４歳1293 松﨑　柚奈 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕﾅ 中3
1294 井上　来海 ｲﾉｳｴ ｸﾙﾐ 中3
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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   3:36.17
競技No. :  149 女子 4x100m フリーリレー 予選

１３～１４歳 大会記録   3:53.98

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

2組
0

1 400 イトマン神戸 兵  庫 2417 大野　麗奈 ｵｵﾉ ﾚﾅ 中3 4:05.23
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 中学 2418 石躍　佐和 ｲｼｵﾄﾞﾘ ｻﾜ 中2

１３～１４歳2422 見浪　真美 ﾐﾅﾐ ﾏﾐ 中1
2419 西川　真央 ﾆｼｶﾜ ﾏｵ 中2

2 73 スウィン大教 埼  玉 棄権
SWﾀﾞｲｷｮｳ 一般

１３～１４歳

3 172 藤村ＳＳ 東  京 977 加藤　結音 ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 中3 3:55.62
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 978 徳本　唯花 ﾄｸﾓﾄ ﾕｲｶ 中2

１３～１４歳981 竹村　俐音 ﾀｹﾑﾗ ﾘﾝ 中2
980 瀬田　夕凪 ｾﾀ ﾕｳﾅ 中2

4 253 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 神奈川 1456 小林久奈乃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾉ 中1 3:50.08
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1450 宍戸　梨穂 ｼｼﾄﾞ ﾘﾎ 中3

１３～１４歳1453 ジーベイ海陽 ｼﾞｰﾍﾞｲ ｶｲﾗ 中2
1452 山本　千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 中3

5 280 ナントＳＣ 富  山 1624 中嶋　　碧 ﾅｶｼﾏ ｱｵ 中2 3:53.42
ﾅﾝﾄSC 中学 1625 中嶋　　優 ﾅｶｼﾏ ﾕｳ 中2

１３～１４歳1628 大西　琴葉 ｵｵﾆｼ ｺﾄﾊ 中1
1627 高橋　歩花 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 中1

6 381 ｲﾄﾏﾝ富田林 大  阪 2326 中森　美里 ﾅｶﾓﾘ ﾐｻﾄ 中1 3:58.07
ﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼ 中学 2323 橋村　歩実 ﾊｼﾑﾗ ｱﾕﾐ 中2

１３～１４歳2322 中川　愛苺 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲ 中2
2325 後藤　彩巴 ｺﾞﾄｳ ｲﾛﾊ 中1

7 26 あかやまＳＳ 茨  城 棄権
ｱｶﾔﾏSS 一般

１３～１４歳
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