
第44回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京・東京辰巳国際水泳場

組/水路 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

競技No. 7 女子 4x50m フリーリレー 予選 １０歳以下
2/4 ｽｳｨﾝ大宮西 (鈴木　里歩      ) 小学    29.64  1:57.17 大会新

競技No. 27 女子  200m 個人メドレー 決勝 １０歳以下
1/4 佐藤　紗希 ｲﾄﾏﾝ宮の森  小4  2:22.42 大会新

競技No. 29 女子  200m 個人メドレー 決勝 １１～１２歳
1/4 清水さやか Ｔ・HIRO'S  小6  2:12.44 学童新

大会新

競技No. 31 女子  100m 自由形 決勝 １１～１２歳
1/4 油井　美波 スウィン大教 小6    56.35 学童新

大会新

競技No. 37 女子  100m バタフライ 決勝 １１～１２歳
1/4 清水さやか Ｔ・HIRO'S  小6    59.99 学童新

大会新

競技No. 43 女子 4x50m フリーリレー 決勝 １０歳以下
1/4 ｽｳｨﾝ大宮西 (鈴木　里歩      ) 小学    29.50  1:55.84 大会新

競技No. 49 女子  400m 自由形 決勝 １５～１６歳
1/4 竹澤　瑠珂 東京ＳＣ    /武蔵野中    中3  4:03.62 中学新

競技No. 77 女子  200m 自由形 決勝 １１～１２歳
1/3 清水さやか Ｔ・HIRO'S  小6  2:00.92 学童新

大会新

競技No. 79 女子   50m バタフライ 決勝 １０歳以下
1/5 山根　有葵 曽谷ｾﾝﾄﾗﾙ   小4    28.60 大会新

競技No. 80 男子   50m バタフライ 決勝 １０歳以下
1/4 山賀　一仁 コナミ城南  小4    28.56 大会新

競技No. 97 女子  400m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳
1/4 成田　実生 金町ＳＣ    中3  4:28.71 中学新

大会新

競技No. 98 男子  400m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳
1/4 山口　哩駈 桃山学院    高1  4:06.44 大会新

競技No. 100 男子  400m 個人メドレー 決勝 ＣＳ
1/4 小方　　颯 イトマン港北 高3  4:02.92 大会新

競技No. 123 女子   50m 自由形 予選 １５～１６歳
1/5 伊東　開耶 ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘 中3    25.10 大会新

競技No. 153 女子  200m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳
1/6 成田　実生 金町ＳＣ    中3  2:04.75 大会新

競技No. 156 男子  200m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ
1/4 西小野皓大 メルヘン姶良/鹿児島情報高 高3  1:51.89 大会新

競技No. 165 女子  200m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳
1/4 松本　悠里 コナミ西宮  高1  2:21.95 大会新
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競技No. 177 女子   50m バタフライ 決勝 ＣＳ
1/4 大嶋　千桜 イ ト マ ン /四條畷学園高 高1    26.04 大会新

競技No. 180 男子   50m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
1/4 小嶋　　壮 NECGSC溝の口/桐光学園    高3    26.98 =大会

競技No. 182 男子 4x100m フリーリレー 決勝 １３～１４歳
1/4 枚方ＳＳ (嶋田　篤人      ) 中学    52.19  3:27.58 大会新

競技No. 183 女子 4x100m フリーリレー 決勝 ＣＳ
1/4 イ ト マ ン (吉井萌萌花      ) 高校    54.44  3:39.60 大会新

競技No. 221 女子  200m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳
1/3 成田　実生 金町ＳＣ    中3  2:08.37 大会新

競技No. 222 男子  200m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳
1/4 松下　知之 ｽｳｨﾝ宇都宮  高1  1:55.90 大会新

競技No. 224 男子  200m 個人メドレー 決勝 ＣＳ
1/4 小方　　颯 イトマン港北 高3  1:54.06 大会新

競技No. 233 女子  100m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳
1/3 加藤　心冨 スウィン鴻巣/春日部共栄高 高1  1:06.04 大会新

競技No. 236 男子  100m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
1/4 岡留　大和 稲毛インター 高1    58.69 大会新

競技No. 240 男子  100m バタフライ 決勝 １５～１６歳
1/3 光永　翔音 日大豊山    高1    51.89 大会新

競技No. 241 女子  100m バタフライ 決勝 ＣＳ
1/5 大嶋　千桜 イ ト マ ン /四條畷学園高 高1    57.41 大会新

競技No. 250 男子 4x100m メドレーリレー 決勝 １３～１４歳
1/4 枚方ＳＳ (山本　修斗      ) 中学    58.02  3:47.80 大会新
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