
男子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

山本　麻尋    ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ        ＪＳＳ登別      高校（1）1 01168

高橋康太朗    ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ      ﾙﾈｻﾝｽ南光台     中学（3）2 04333

野矢　育夢    ﾉﾔ ｲｸﾑ          SW大教郡山      高校（1）3 07803

忍田　　尊    ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ        ｲﾄﾏﾝ古河        高校（1）4 08150

蓮沼　椋祐    ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ      ｽｳｨﾝ宇都宮      中学（3）5 09530

黒古　大樹    ｸﾛｺ ﾀﾞｲｷ        ナガイ前橋      高校（1）6 10564

尾藤　秀哉    ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ       スウィン北本    高校（1）7 11518

田中直太朗    ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ       スウィン北本    高校（1）8 11518

設樂　航希    ｼﾀﾗ ｺｳｷ         ｾﾝﾄﾗﾙ流山       高校（1）9 12545

砂村　光彦    ｽﾅﾑﾗ ﾐﾂﾋｺ       ﾙﾈｻﾝｽ銚子       中学（3）10 12562

鎌田　純吾    ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ      日大豊山        高校（1）11 13236

清水　恒聖    ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ       目黒日大        高校（1）12 13262

門倉　光宏    ｶﾄﾞｸﾗ ｱｷﾋﾛ      ＪＳＳ立石      高校（1）13 13528

竹鼻　涼太    ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾀ       コナミ西葛西    高校（1）14 13549

山口　遼大    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ      三菱養和ＳＳ    中学（3）15 13552

岡村　修朋    ｵｶﾑﾗ ｼｭｳﾎｳ      ｴﾙｳｪｰﾌﾞSS       高校（1）16 14503

大堀　　陸    ｵｵﾎﾘ ﾘｸ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高校（1）17 14628

佐藤　　克    ｻﾄｳ ｶﾂ          協栄MD座間      高校（1）18 14659

大道　淳希    ｵｵﾐﾁ ｱﾂｷ        日本文理        高校（1）19 17208

齋藤　利明    ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ       アクシー東      中学（3）20 17505

城下凜太朗    ｼﾛｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ      小松ＳＣ        高校（1）21 19513

稲澤　駿斗    ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ       おおいアクア    中学（3）22 20513

杉本　碧波    ｽｷﾞﾓﾄ ｱｵﾊﾞ      伊東高校        高校（1）23 21011

内村　駿斗    ｳﾁﾑﾗ ﾊﾔﾄ        東部ＳＳ        中学（3）24 21641

石川　大智    ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ       掛川ＳＳ        高校（1）25 21811

平沼　倉多    ﾋﾗﾇﾏ ｿｳﾀ        名古屋高        高校（1）26 22022

白崎　礼人    ｼﾗｻｷ ｱﾔﾄ        中京大中京高    高校（1）27 22029

高見　諒真    ﾀｶﾐ ﾘｮｳﾏ        中京大中京高    高校（1）28 22029

柿木奏之介    ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ      コナミ伏見      中学（3）29 26505

木下　翔真    ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ       大体大浪商      高校（1）30 27063

重藤　流世    ｼｹﾞﾄｳ ﾘｭｳｾｲ     イ ト マ ン     中学（3）31 27212

大日向海斗    ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ       イ ト マ ン     高校（1）32 27212

菊地　空音    ｷｸﾁ ｱｵﾄ         アズサ松山      高校（1）33 38226

一色明日斗    ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        石原ＳＣ        高校（1）34 38228

岡部　眞宜    ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ      ＫＳＧときわ    中学（3）35 40606

小山　陽翔    ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ         直方ＳＳ野上    高校（1）36 40804

木山　　宝    ｷﾔﾏ ﾀｶﾗ         唐津商業        高校（1）37 41007

森山　　遼    ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ        長崎南山        高校（1）38 42022
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男子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

宮本　颯汰    ﾐﾔﾓﾄ ｿｳﾀ        ｲﾄﾏﾝ札幌麻生    高校（1）1 01136

及川　恭佑    ｵｲｶﾜ ｷｮｳｽｹ      ＮＥＸＴ網走    高校（1）2 01228

松原　晴太    ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ       東北学院        高校（1）3 04201

庄司　洸雅    ｼｮｳｼﾞ ｺｳｶﾞ      ＪＳＳ南光台    高校（1）4 04309

野矢　育夢    ﾉﾔ ｲｸﾑ          SW大教郡山      高校（1）5 07803

齋藤　洋太    ｻｲﾄｳ ﾖｳﾀ        会津インター    高校（1）6 07805

宮本　直輝    ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ        スウィン太田    高校（1）7 10553

黒古　大樹    ｸﾛｺ ﾀﾞｲｷ        ナガイ前橋      高校（1）8 10564

田中直太朗    ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ       スウィン北本    高校（1）9 11518

尾藤　秀哉    ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ       スウィン北本    高校（1）10 11518

阿部　　誓    ｱﾍﾞ ｾｲ          SPLASH          中学（3）11 11648

鎌田　純吾    ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ      日大豊山        高校（1）12 13236

小林　龍生    ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ       日大豊山        高校（1）13 13236

門倉　光宏    ｶﾄﾞｸﾗ ｱｷﾋﾛ      ＪＳＳ立石      高校（1）14 13528

大竹　紘暉    ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ        東京ＳＣ        高校（1）15 13530

竹鼻　涼太    ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾀ       コナミ西葛西    高校（1）16 13549

山内　　透    ﾔﾏｳﾁ ﾄｵﾙ        ﾒｶﾞﾛｽ八王子     高校（1）17 13580

中嶌　理貴    ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ        ﾙﾈｻﾝｽ両国       中学（3）18 13587

高田伊武紀    ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ       ミミＳＣ品川    高校（2）19 13637

近藤　博仁    ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾉﾘ      ｲﾄﾏﾝ新百合丘    高校（1）20 14560

山浦　一真    ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ       イトマン港北    高校（1）21 14645

土田充千穂    ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾁｵ        ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢       高校（1）22 14664

長谷川真大    ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ       日本文理        高校（1）23 17208

齋藤　利明    ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ       アクシー東      中学（3）24 17505

上田　滉貴    ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ        富山ＳＣ        中学（3）25 18500

城下凜太朗    ｼﾛｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ      小松ＳＣ        高校（1）26 19513

杉本　碧波    ｽｷﾞﾓﾄ ｱｵﾊﾞ      伊東高校        高校（1）27 21011

石川　大智    ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ       掛川ＳＳ        高校（1）28 21811

白崎　礼人    ｼﾗｻｷ ｱﾔﾄ        中京大中京高    高校（1）29 22029

坂本　琉耶    ｻｶﾓﾄ ﾙｶ         みなとＳＳ      中学（3）30 22249

菊地　善喜    ｷｸﾁ ｲｲ          豊川高          高校（1）31 22308

石塚　　温    ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ       洛南高校        高校（1）32 26001

木下　翔真    ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ       大体大浪商      高校（1）33 27063

善野　　颯    ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ        大体大浪商      高校（1）34 27063

新谷　好喜    ｼﾝﾀﾆ ｺｳｷ        菊水ＳＳ        高校（1）35 27277

林　　大輝    ﾊﾔｼ ﾀｲｷ         枚方ＳＳ        高校（1）36 27327

杉山　優希    ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ       NSI Taiken      高校（1）37 27400

續　　竜成    ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｾｲ      ﾚｱｽｱｸｱﾃｨｸｽ      中学（3）38 27719

清水　歩空    ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ       コナミ西宮      高校（1）39 28824

長島京志郎    ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ    ＮＳＩ          高校（1）40 28840

新行　玲夢    ｼﾝｷﾞｮｳ ﾚﾝ       和歌山北高校    高校（1）41 30003

三宅　琉暉    ﾐﾔｹ ﾙｷ          オーバル総社    中学（3）42 33028

一色明日斗    ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        石原ＳＣ        高校（1）43 38228

原　　空輝    ﾊﾗ ﾀｶｷ          ＡＬＷＡＹＳ    高校（1）44 40602

小山　陽翔    ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ         直方ＳＳ野上    高校（1）45 40804

森山　　遼    ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ        長崎南山        高校（1）46 42022
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男子  200m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

宮本　颯汰    ﾐﾔﾓﾄ ｿｳﾀ        ｲﾄﾏﾝ札幌麻生    高校（1）1 01136

松原　晴太    ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ       東北学院        高校（1）2 04201

庄司　洸雅    ｼｮｳｼﾞ ｺｳｶﾞ      ＪＳＳ南光台    高校（1）3 04309

加藤多雄宇    ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ        ＪＳＳ南光台    高校（1）4 04309

坂本　春空    ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｸ        ｾﾝﾄﾗﾙ横手       高校（1）5 05800

齋藤　洋太    ｻｲﾄｳ ﾖｳﾀ        会津インター    高校（1）6 07805

宮本　直輝    ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ        スウィン太田    高校（1）7 10553

坊岡　優眞    ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ       スウィン太田    高校（1）8 10553

佐久間哲平    ｻｸﾏ ﾃｯﾍﾟｲ       ディーズSS      高校（1）9 10558

樋口　敬太    ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ        アテナＡＭＣ    高校（1）10 11559

宮木　宏悦    ﾐﾔｷ ﾋﾛﾖｼ        スウィン加須    中学（3）11 11573

内田　武蔵    ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ        スウィン鴻巣    中学（3）12 11600

田中　将也    ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ         武蔵野          高校（1）13 13219

木村　修梧    ｷﾑﾗ ｼｭｳｺﾞ       日大豊山        高校（1）14 13236

平野　翔一    ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ       日大豊山        高校（1）15 13236

齋藤健太郎    ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ      目黒日大        高校（1）16 13262

門倉　光宏    ｶﾄﾞｸﾗ ｱｷﾋﾛ      ＪＳＳ立石      高校（1）17 13528

山内　　透    ﾔﾏｳﾁ ﾄｵﾙ        ﾒｶﾞﾛｽ八王子     高校（1）18 13580

高田伊武紀    ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ       ミミＳＣ品川    高校（2）19 13637

スコット龍海  ｽｺｯﾄ ﾀﾂﾐ        林水泳教室      中学（3）20 14507

清水　博斗    ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ        コナミ海老名    高校（1）21 14557

山浦　一真    ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ       イトマン港北    高校（1）22 14645

土田充千穂    ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾁｵ        ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢       高校（1）23 14664

内藤　慧太    ﾅｲﾄｳ ｹｲﾀ        ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西     高校（1）24 15506

上田　滉貴    ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ        富山ＳＣ        中学（3）25 18500

石川　大智    ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ       掛川ＳＳ        高校（1）26 21811

天野　開斗    ｱﾏﾉ ｶｲﾄ         名古屋高        高校（1）27 22022

名富祥汰郎    ﾅﾄﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ      名古屋高        高校（1）28 22022

加藤　晃成    ｶﾄｳ ｺｳｾｲ        中京大中京高    高校（1）29 22029

坂本　琉耶    ｻｶﾓﾄ ﾙｶ         みなとＳＳ      中学（3）30 22249

菊地　善喜    ｷｸﾁ ｲｲ          豊川高          高校（1）31 22308

永井　悠介    ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ       洛南高校        高校（1）32 26001

石塚　　温    ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ       洛南高校        高校（1）33 26001

善野　　颯    ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ        大体大浪商      高校（1）34 27063

高木　　陸    ﾀｶｷ ﾘｸ          ＫＴＶ豊中      中学（3）35 27223

新谷　好喜    ｼﾝﾀﾆ ｺｳｷ        菊水ＳＳ        高校（1）36 27277

上田　純平    ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ    枚方ＳＳ        高校（1）37 27327

林　　大輝    ﾊﾔｼ ﾀｲｷ         枚方ＳＳ        高校（1）38 27327

今村　圭吾    ｲﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ       田尻水泳連盟    高校（1）39 27376

印南澄空斗    ｲﾝﾅﾐ ｿﾗﾄ        田尻水泳連盟    高校（1）40 27376

杉山　優希    ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ       NSI Taiken      高校（1）41 27400

森田　遥大    ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ         市川高校        高校（1）42 28602

清水　歩空    ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ       コナミ西宮      高校（1）43 28824

川越　悠河    ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ      ＪＳＳ宝塚      高校（1）44 28829

長島京志郎    ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ    ＮＳＩ          高校（1）45 28840

三宅　琉暉    ﾐﾔｹ ﾙｷ          オーバル総社    中学（3）46 33028

原　　空輝    ﾊﾗ ﾀｶｷ          ＡＬＷＡＹＳ    高校（1）47 40602
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男子  400m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

坂本　春空    ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｸ        ｾﾝﾄﾗﾙ横手       高校（1）1 05800

伊藤　康太    ｲﾄｳ ｺｳﾀ         日大山形        高校（1）2 06010

宮本　直輝    ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ        スウィン太田    高校（1）3 10553

佐久間哲平    ｻｸﾏ ﾃｯﾍﾟｲ       ディーズSS      高校（1）4 10558

樋口　敬太    ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ        アテナＡＭＣ    高校（1）5 11559

宮木　宏悦    ﾐﾔｷ ﾋﾛﾖｼ        スウィン加須    中学（3）6 11573

庭野　直樹    ﾆﾜﾉ ﾅｵｷ         スウィン美園    高校（1）7 11659

江沢　　陸    ｴｻﾞﾜ ﾘｸ         ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（1）8 12546

田中　将也    ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ         武蔵野          高校（1）9 13219

柳本幸之介    ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ    日大豊山        高校（1）10 13236

木村　修梧    ｷﾑﾗ ｼｭｳｺﾞ       日大豊山        高校（1）11 13236

齋藤健太郎    ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ      目黒日大        高校（1）12 13262

清水　博斗    ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ        コナミ海老名    高校（1）13 14557

土田充千穂    ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾁｵ        ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢       高校（1）14 14664

碓井　創太    ｳｽｲ ｿｳﾀ         滑川ＳＣ        中学（3）15 18522

加藤　晃成    ｶﾄｳ ｺｳｾｲ        中京大中京高    高校（1）16 22029

石塚　　温    ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ       洛南高校        高校（1）17 26001

宇野　　陸    ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ         太成学院大高    高校（1）18 27100

高木　　陸    ﾀｶｷ ﾘｸ          ＫＴＶ豊中      中学（3）19 27223

中村　　元    ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ       枚方ＳＳ        高校（1）20 27327

林　　大輝    ﾊﾔｼ ﾀｲｷ         枚方ＳＳ        高校（1）21 27327

今村　圭吾    ｲﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ       田尻水泳連盟    高校（1）22 27376

續　　竜成    ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｾｲ      ﾚｱｽｱｸｱﾃｨｸｽ      中学（3）23 27719

森田　遥大    ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ         市川高校        高校（1）24 28602

長島京志郎    ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ    ＮＳＩ          高校（1）25 28840

辻　　大輝    ﾂｼﾞ ﾀﾞｲｷ        Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ       高校（1）26 29226

中山　　響    ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳ        パルワカヤマ    中学（3）27 30501

原　　空輝    ﾊﾗ ﾀｶｷ          ＡＬＷＡＹＳ    高校（1）28 40602
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男子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

山田　海都    ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ        ＳＡソシア      高校（1）1 01150

吉田修一朗    ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ    ＪＳＳ盛岡      中学（3）2 03500

高橋康太朗    ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ      ﾙﾈｻﾝｽ南光台     中学（3）3 04333

忍田　　尊    ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ        ｲﾄﾏﾝ古河        高校（1）4 08150

片山　大雅    ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｶﾞ       スウィン北本    高校（1）5 11518

阿部　　誓    ｱﾍﾞ ｾｲ          SPLASH          中学（3）6 11648

養日　　聖    ﾖｳｶ ｻﾄｼ         ＪＳＳ大原      中学（3）7 12580

鎌田　純吾    ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ      日大豊山        高校（1）8 13236

田中　雄貴    ﾀﾅｶ ﾕｳｷ         日大豊山        高校（1）9 13236

古屋　璃空    ﾌﾙﾔ ﾘｸ          Ｓｔｙｌｅ１    高校（1）10 13542

成嶋　義徳    ﾅﾙｼﾏ ﾖｼﾄｸ       ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（3）11 13557

中嶌　理貴    ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ        ﾙﾈｻﾝｽ両国       中学（3）12 13587

餅田凛太郎    ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ      ヨコハマＳＣ    中学（3）13 14518

貝塚　航基    ｶｲﾂﾞｶ ｺｳｷ       ＯＣＥＡＮ      高校（1）14 14549

殿村慎之輔    ﾄﾉﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ      オーパス高岡    高校（1）15 18528

廣橋　諒人    ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ        浜名湖ＳＳ      高校（1）16 21820

渡邉　翔太    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ      豊川高          高校（1）17 22308

笠原　大知    ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ       ＢＩＧ東海      中学（3）18 22311

三光　哲平    ｻﾝｺｳ ﾃｯﾍﾟｲ      関大北陽        高校（1）19 27081

奥野　平太    ｵｸﾉ ﾍﾟｲﾀ        ＮＡＣＬ        中学（3）20 27214

村上　汰晟    ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ       ＮＳＩ          高校（1）21 28840

赤坂　太成    ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ       イトマン西神    高校（1）22 28880

柳　　遥貴    ﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｷ        ＰＡＪＡ        高校（1）23 31511

真部　　潤    ﾏﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ       ＯＳＫ藤原      中学（3）24 33016

仮屋　陽貴    ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ         オーバル総社    中学（3）25 33028

竹原　秀一    ﾀｹﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ     はるおか赤間    中学（3）26 40517
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男子  200m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

中澤　剣生    ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝｾｲ      イトマン函館    中学（3）1 01153

吉田修一朗    ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ    ＪＳＳ盛岡      中学（3）2 03500

大山　海怜    ｵｵﾔﾏ ﾐﾚｲ        アテナＡＭＣ    高校（1）3 11559

阿部　航大    ｱﾍﾞ ｺｳﾀ         ＢＩＧ木更津    高校（1）4 12518

養日　　聖    ﾖｳｶ ｻﾄｼ         ＪＳＳ大原      中学（3）5 12580

花山　秀義    ﾊﾅﾔﾏ ｼｭｳｷﾞ      日大豊山        高校（1）6 13236

田中　雄貴    ﾀﾅｶ ﾕｳｷ         日大豊山        高校（1）7 13236

飯田　光達    ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ       ｲﾄﾏﾝ東伏見      中学（3）8 13504

成嶋　義徳    ﾅﾙｼﾏ ﾖｼﾄｸ       ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（3）9 13557

林　　　武    ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ         ｼﾞｪｲｴｽﾋﾞｨ       高校（1）10 13669

小方　　颯    ｵｶﾞﾀ ｿｳ         イトマン港北    高校（1）11 14645

山内　洋喜    ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｷ        フィッツ甲府    中学（3）12 15511

三木　航平    ﾐｷ ｺｳﾍｲ         深谷ＳＣ浜松    中学（3）13 21805

廣橋　諒人    ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ        浜名湖ＳＳ      高校（1）14 21820

渡邉　翔太    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ      豊川高          高校（1）15 22308

笠原　大知    ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ       ＢＩＧ東海      中学（3）16 22311

三光　哲平    ｻﾝｺｳ ﾃｯﾍﾟｲ      関大北陽        高校（1）17 27081

前田　駿太    ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ       ﾙﾈｻﾝｽ神戸       高校（1）18 28835

村上　汰晟    ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ       ＮＳＩ          高校（1）19 28840

赤坂　太成    ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ       イトマン西神    高校（1）20 28880

柳　　遥貴    ﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｷ        ＰＡＪＡ        高校（1）21 31511

真部　　潤    ﾏﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ       ＯＳＫ藤原      中学（3）22 33016

平田　流一    ﾋﾗﾀ ﾙｲ          坂出伊藤ＳＳ    高校（1）23 36508

檜垣　碧位    ﾋｶﾞｷ ｱｵｲ        コミュニティ    高校（1）24 38311

竹原　秀一    ﾀｹﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ     はるおか赤間    中学（3）25 40517

狩又　俊介    ｶﾘﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ      ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ吉塚    高校（1）26 40530

西小野皓大    ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ      メルヘン姶良    高校（1）27 46545
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男子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

井口　大希    ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ       コナミ新札幌    中学（3）1 01132

小浦　登生    ｺｳﾗ ﾄｳｲ         東北学院        高校（1）2 04201

次田　海斗    ｼﾀﾞ ｶｲﾄ         仙台SS南小泉    高校（1）3 04302

谷藤　大斗    ﾀﾆﾌｼﾞ ﾔﾏﾄ       ﾙﾈｻﾝｽ長町南     高校（1）4 04303

野村　真紘    ﾉﾑﾗ ﾏﾋﾛ         スウィン高崎    中学（3）5 10531

朝比奈倫寛    ｱｻﾋﾅ ﾄﾓﾋﾛ       スウィン前橋    高校（1）6 10534

小澤　　幹    ｵｻﾞﾜ ﾓﾄｷ        東坂戸ＳＳ      中学（3）7 11524

嶋村　　航    ｼﾏﾑﾗ ｺｳ         ｾﾝﾄﾗﾙ川越       高校（1）8 11543

工藤　大空    ｸﾄﾞｳ ﾀｸ         ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     高校（1）9 12600

亀本　大勝    ｶﾒﾓﾄ ﾀｲｼｮｳ      金町ＳＣ        高校（1）10 13510

北城　稜真    ｷﾀｼﾛ ﾘｮｳﾏ       東京ＳＣ        高校（1）11 13530

松本恭太郎    ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ     東京ＳＣ        高校（1）12 13530

佐藤　洋輔    ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ        三菱養和ＳＳ    中学（3）13 13552

濱出　咲哉    ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ        マリン西新井    高校（1）14 13573

平岩　佑陸    ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ        ｲﾄﾏﾝ昭和の森    高校（1）15 13657

根本　大雅    ﾈﾓﾄ ﾀｲｶﾞ        湘南工大附      高校（1）16 14002

小嶋　　壮    ｺｼﾞﾏ ｿｳ         NECGSC玉川      高校（1）17 14505

北　　彪正    ｷﾀ ﾋｭｳﾏ         イトマン多摩    中学（3）18 14602

松田　健吾    ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ       Ｔ＆Ｓ新発田    高校（1）19 17508

釜田　　駿    ｶﾏﾀ ｼｭﾝ         飛龍高校        高校（1）20 21018

松田　藍青    ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｾｲ       愛知高          高校（1）21 22015

井上　大輔    ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ      名古屋高        高校（1）22 22022

岩崎　光希    ｲﾜｻｷ ｺｳｷ        名古屋高        高校（1）23 22022

成瀬　叶来    ﾅﾙｾ ﾄﾗｲ         岡崎竜城ＳＣ    高校（1）24 22045

石原　　竜    ｲｼﾊﾗ ﾄｵﾙ        コナミ杁中      中学（3）25 22068

谷口　　空    ﾀﾆｸﾞﾁ ｿﾗ        あすなろＳＳ    高校（1）26 23008

永井　猛登    ﾅｶﾞｲ ﾀｹﾄ        岐阜北高        高校（1）27 24056

豊山　就介    ﾄﾖﾔﾏ ｼｭｳｽｹ      ﾙﾈｻﾝｽ山科       高校（1）28 26509

黒田　晴人    ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ        桃山学院        高校（1）29 27088

池田　雅哉    ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ        桃山学院        高校（1）30 27088

眞木　天翔    ﾏｷ ﾂﾊﾞｻ         太成学院大高    高校（1）31 27100

大日向海斗    ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ       イ ト マ ン     高校（1）32 27212

山口　秀哉    ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾔ      ジェル北野田    高校（1）33 27357

神園　航平    ｶﾐｿﾉ ｺｳﾍｲ       ＮＳＩ古川橋    中学（3）34 27378

重塚　　笙    ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ       コナミ西宮      高校（1）35 28824

川人　玲温    ｶﾜﾋﾄ ﾚﾝ         ＯＫＳＳ        中学（3）36 37503

坂本淳之介    ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ    ＪＳＳ姪浜      高校（1）37 40534

森田　敏正    ﾓﾘﾀ ﾄｼﾏｻ        佐賀ﾕｰﾄﾋﾟｱ      中学（3）38 41056

米山　和博    ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ      メルヘン姶良    高校（1）39 46545
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男子  200m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

井口　大希    ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ       コナミ新札幌    中学（3）1 01132

谷藤　大斗    ﾀﾆﾌｼﾞ ﾔﾏﾄ       ﾙﾈｻﾝｽ長町南     高校（1）2 04303

野村　真紘    ﾉﾑﾗ ﾏﾋﾛ         スウィン高崎    中学（3）3 10531

朝比奈倫寛    ｱｻﾋﾅ ﾄﾓﾋﾛ       スウィン前橋    高校（1）4 10534

嶋村　　航    ｼﾏﾑﾗ ｺｳ         ｾﾝﾄﾗﾙ川越       高校（1）5 11543

吉田　悠真    ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ        スウィン鷲宮    中学（3）6 11602

井上　　颯    ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ        日大豊山        高校（1）7 13236

浅輪　一翔    ｱｻﾜ ｶｽﾞﾏ        金町ＳＣ        高校（1）8 13510

松本恭太郎    ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ     東京ＳＣ        高校（1）9 13530

北城　稜真    ｷﾀｼﾛ ﾘｮｳﾏ       東京ＳＣ        高校（1）10 13530

佐藤　洋輔    ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ        三菱養和ＳＳ    中学（3）11 13552

濱出　咲哉    ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ        マリン西新井    高校（1）12 13573

川島　朝陽    ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ        ﾙﾈｻﾝｽ両国       中学（3）13 13587

佐々木鴻太    ｻｻｷ ｺｳﾀ         日大藤沢        高校（1）14 14057

小嶋　　壮    ｺｼﾞﾏ ｿｳ         NECGSC玉川      高校（1）15 14505

北　　彪正    ｷﾀ ﾋｭｳﾏ         イトマン多摩    中学（3）16 14602

釜田　　駿    ｶﾏﾀ ｼｭﾝ         飛龍高校        高校（1）17 21018

松田　藍青    ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｾｲ       愛知高          高校（1）18 22015

成瀬　叶来    ﾅﾙｾ ﾄﾗｲ         岡崎竜城ＳＣ    高校（1）19 22045

石原　　竜    ｲｼﾊﾗ ﾄｵﾙ        コナミ杁中      中学（3）20 22068

杉浦凜汰郎    ｽｷﾞｳﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ     ＳＳＣ竜城      中学（3）21 22246

豊山　就介    ﾄﾖﾔﾏ ｼｭｳｽｹ      ﾙﾈｻﾝｽ山科       高校（1）22 26509

嶋田　陽太    ｼﾏﾀﾞ ﾖｳﾀ        ｾﾝﾄﾗﾙ太秦       高校（1）23 26543

黒田　晴人    ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ        桃山学院        高校（1）24 27088

池田　雅哉    ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ        桃山学院        高校（1）25 27088

眞木　天翔    ﾏｷ ﾂﾊﾞｻ         太成学院大高    高校（1）26 27100

大日向海斗    ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ       イ ト マ ン     高校（1）27 27212

神園　航平    ｶﾐｿﾉ ｺｳﾍｲ       ＮＳＩ古川橋    中学（3）28 27378

重塚　　笙    ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ       コナミ西宮      高校（1）29 28824

小峯　輝羅    ｺﾐﾈ ｷﾗ          ＳＵＮ姫路      中学（3）30 28848

三澤　直也    ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ         ＳＦ鳥取        中学（3）31 31505

植田　蒼翔    ｳｴﾀ ｿﾗﾄ         坂出伊藤ＳＳ    中学（3）32 36508

川人　玲温    ｶﾜﾋﾄ ﾚﾝ         ＯＫＳＳ        中学（3）33 37503

白井　佑弥    ｼﾗｲ ﾕｳﾔ         九産大九州高    高校（1）34 40008

坂本淳之介    ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ    ＪＳＳ姪浜      高校（1）35 40534

池﨑　勇真    ｲｹｻﾞｷ ﾕｳﾏ       大分雄城台高    高校（1）36 44114

米山　和博    ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ      メルヘン姶良    高校（1）37 46545
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男子  100m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

荻野　　歩    ｵｷﾞﾉ ｱﾕﾑ        ｲﾄﾏﾝ札幌麻生    高校（1）1 01136

大高　碧斗    ｵｵﾀｶ ｱｵﾄ        ＪＳＳ清田      高校（1）2 01148

鑓野目遼弥    ﾔﾘﾉﾒ ﾘｮｳﾔ       秋田ＡＣ        高校（1）3 05400

杉山　尚輝    ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｷ       ﾙﾈｻﾝｽいわき     高校（1）4 07831

中田　有友    ﾅｶﾀ ｱﾘﾄﾓ        あかやまＳＳ    中学（3）5 08106

蓮沼　椋祐    ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ      ｽｳｨﾝ宇都宮      中学（3）6 09530

武　　快飛    ﾀｹ ｶｲﾄ          ＳＡ伊勢崎      中学（3）7 10506

渋谷　　慧    ｼﾌﾞﾔ ｹｲ         アテナＡＭＣ    高校（2）8 11559

阿部　隼汰    ｱﾍﾞ ﾊﾔﾀ         スウィン美園    高校（1）9 11659

丹保　　陸    ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ         スウィン美園    高校（1）10 11659

山口将太郎    ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ    ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（1）11 12546

大見　碧士    ｵｵﾐ ｱｵﾄ         日大豊山        高校（1）12 13236

山口　遼大    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ      三菱養和ＳＳ    中学（3）13 13552

熊谷　修吾    ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｺﾞ     三菱養和ＳＳ    中学（3）14 13552

成嶋　義徳    ﾅﾙｼﾏ ﾖｼﾄｸ       ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（3）15 13557

大竹　　翼    ｵｵﾀｹ ﾂﾊﾞｻ       ﾙﾈｻﾝｽ両国       高校（1）16 13587

草野　光希    ｸｻﾉ ﾐﾂｷ         湘南工大附      高校（1）17 14002

神尾　至輝    ｶﾐｵ ｼｷ          NECGSC玉川      中学（3）18 14505

星合謙一郎    ﾎｼｱｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ     鎌倉ＳＳ        高校（1）19 14526

荻野倖太朗    ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ      ﾙﾈｻﾝｽ港南中     高校（1）20 14649

矢澤　祥太    ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ       上越正和ＳＳ    高校（1）21 17506

頓所　拓海    ﾄﾝｼｮ ﾀｸﾐ        燕ＳＣ          高校（1）22 17552

田村　駿典    ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ       名古屋高        高校（1）23 22022

片桐　拓海    ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾐ       中京大中京高    高校（1）24 22029

高見　諒真    ﾀｶﾐ ﾘｮｳﾏ        中京大中京高    高校（1）25 22029

宇野　　陸    ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ         太成学院大高    高校（1）26 27100

桑島　崚介    ｸﾜｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ     枚方SS香里      中学（3）27 27229

新谷　好喜    ｼﾝﾀﾆ ｺｳｷ        菊水ＳＳ        高校（1）28 27277

三浦　圭人    ﾐｳﾗ ｹｲﾄ         ｲﾄﾏﾝ岸和田      高校（1）29 27335

山田　啓史    ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ       ＮＳＩ花園      中学（3）30 27353

竹中　拓哉    ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ        イトマン神戸    高校（1）31 28815

大平　理登    ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ        ＪＳＳ北神戸    高校（1）32 28899

萬代　悠斗    ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳﾄ       ＪＳＳ津山      高校（1）33 33013

中村　幸平    ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ       ＪＳＳ広島      高校（1）34 34112

岡谷　開翔    ｵｶﾀﾆ ｶｲﾄ        西京            高校（1）35 35048

佐藤　晴輝    ｻﾄｳ ﾊﾙｷ         ＫＳＧ九産大    高校（1）36 40506

萬燈　祐仁    ﾏﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ       はるおか原      中学（3）37 40518

伊東　　翼    ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ        ＫＳＧときわ    高校（1）38 40606

新開　誠也    ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ        Nb              中学（3）39 46552
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男子  200m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

大高　碧斗    ｵｵﾀｶ ｱｵﾄ        ＪＳＳ清田      高校（1）1 01148

菊池　幹大    ｷｸﾁ ｶﾝﾀ         ＳＡ一関        高校（1）2 03509

鑓野目遼弥    ﾔﾘﾉﾒ ﾘｮｳﾔ       秋田ＡＣ        高校（1）3 05400

武　　快飛    ﾀｹ ｶｲﾄ          ＳＡ伊勢崎      中学（3）4 10506

阿部　隼汰    ｱﾍﾞ ﾊﾔﾀ         スウィン美園    高校（1）5 11659

江沢　　陸    ｴｻﾞﾜ ﾘｸ         ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（1）6 12546

大見　碧士    ｵｵﾐ ｱｵﾄ         日大豊山        高校（1）7 13236

武井　律己    ﾀｹｲ ﾘﾂｷ         日大豊山中学    中学（3）8 13422

鈴木　智貴    ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾀｶ       コナミ西葛西    高校（1）9 13549

熊谷　修吾    ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｺﾞ     三菱養和ＳＳ    中学（3）10 13552

平岩　佑陸    ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ        ｲﾄﾏﾝ昭和の森    高校（1）11 13657

梅木　　怜    ｳﾒｷ ﾚﾝ          ＪＳＳ八王子    高校（1）12 13664

草野　光希    ｸｻﾉ ﾐﾂｷ         湘南工大附      高校（1）13 14002

上川畑　英    ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｴｲ      カワサキＳＣ    中学（3）14 14524

荻野倖太朗    ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ      ﾙﾈｻﾝｽ港南中     高校（1）15 14649

矢澤　祥太    ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ       上越正和ＳＳ    高校（1）16 17506

頓所　拓海    ﾄﾝｼｮ ﾀｸﾐ        燕ＳＣ          高校（1）17 17552

殿村慎之輔    ﾄﾉﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ      オーパス高岡    高校（1）18 18528

植屋　日志    ｳｴﾔ ﾆｼ          磐田カルチャ    高校（1）19 21812

門間　昂汰    ﾓﾝﾏ ｺｳﾀ         グリーン佐鳴    高校（1）20 21830

宮﨑　　瞬    ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝ       名古屋ＳＣ      中学（3）21 22035

上田　　迅    ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾝ        コパン可児      高校（1）22 24138

永井　悠介    ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ       洛南高校        高校（1）23 26001

田中　大雅    ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ        アクオン        高校（1）24 26502

丸田　龍弥    ﾏﾙﾀ ﾀﾂﾔ         桃山学院        高校（2）25 27088

宇野　　陸    ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ         太成学院大高    高校（1）26 27100

桑島　崚介    ｸﾜｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ     枚方SS香里      中学（3）27 27229

岩住宏一郎    ｲﾜｽﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ    枚方ＳＳ        中学（3）28 27327

三浦　圭人    ﾐｳﾗ ｹｲﾄ         ｲﾄﾏﾝ岸和田      高校（1）29 27335

西村　祐里    ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾘ        ｲﾄﾏﾝ岸和田      中学（3）30 27335

竹中　拓哉    ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ        イトマン神戸    高校（1）31 28815

大平　理登    ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ        ＪＳＳ北神戸    高校（1）32 28899

岡谷　開翔    ｵｶﾀﾆ ｶｲﾄ        西京            高校（1）33 35048

引地　元気    ﾋｷｼﾞ ｹﾞﾝｷ       ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住    中学（3）34 40529

新開　誠也    ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ        Nb              中学（3）35 46552
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男子  200m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

荻野　　歩    ｵｷﾞﾉ ｱﾕﾑ        ｲﾄﾏﾝ札幌麻生    高校（1）1 01136

坊岡　優眞    ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ       スウィン太田    高校（1）2 10553

樋口　敬太    ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ        アテナＡＭＣ    高校（1）3 11559

宮木　宏悦    ﾐﾔｷ ﾋﾛﾖｼ        スウィン加須    中学（3）4 11573

北川　凜生    ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ        日大豊山        高校（1）5 13236

平野　翔一    ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ       日大豊山        高校（1）6 13236

飯田　光達    ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ       ｲﾄﾏﾝ東伏見      中学（3）7 13504

村田　　昴    ﾑﾗﾀ ｽﾊﾞﾙ        東京ＳＣ        高校（1）8 13530

熊谷　修吾    ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｺﾞ     三菱養和ＳＳ    中学（3）9 13552

関根　拓人    ｾｷﾈ ﾀｸﾄ         三菱養和ＳＳ    高校（1）10 13552

川島　朝陽    ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ        ﾙﾈｻﾝｽ両国       中学（3）11 13587

平本　　壮    ﾋﾗﾓﾄ ｿｳ         コナミ立川      高校（1）12 13627

高田伊武紀    ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ       ミミＳＣ品川    高校（2）13 13637

牧野　航介    ﾏｷﾉ ｺｳｽｹ        ヨコハマＳＣ    中学（3）14 14518

渡辺　裕太    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（3）15 14628

小方　　颯    ｵｶﾞﾀ ｿｳ         イトマン港北    高校（1）16 14645

上田　滉貴    ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ        富山ＳＣ        中学（3）17 18500

殿村慎之輔    ﾄﾉﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ      オーパス高岡    高校（1）18 18528

勝又　悠起    ｶﾂﾏﾀ ﾊﾙｷ        飛龍高校        高校（1）19 21018

杉山　大晟    ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲｾｲ      ｾｲｼﾝ千代田      中学（3）20 21707

植屋　日志    ｳｴﾔ ﾆｼ          磐田カルチャ    高校（1）21 21812

加藤　晃成    ｶﾄｳ ｺｳｾｲ        中京大中京高    高校（1）22 22029

高橋　旺大    ﾀｶﾊｼ ｵｳﾀ        中京大中京高    高校（1）23 22029

杉浦　涼一    ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｲﾁ     コナミ蒲郡      高校（1）24 22209

坂本　琉耶    ｻｶﾓﾄ ﾙｶ         みなとＳＳ      中学（3）25 22249

三宅　聡史    ﾐﾔｹ ｻﾄｼ         ＫＴＶ豊中      高校（1）26 27223

山口　秀哉    ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾔ      ジェル北野田    高校（1）27 27357

杉山　優希    ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ       NSI Taiken      高校（1）28 27400

菅野　広大    ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ      ＪＳＳ三木      中学（3）29 28810

小峯　輝羅    ｺﾐﾈ ｷﾗ          ＳＵＮ姫路      中学（3）30 28848

北村　峻聖    ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ      ﾙﾈｻﾝｽ姫路       高校（1）31 28923

檜垣　碧位    ﾋｶﾞｷ ｱｵｲ        コミュニティ    高校（1）32 38311

今村　　翼    ｲﾏﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ       WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ       高校（1）33 40714

西小野皓大    ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ      メルヘン姶良    高校（1）34 46545
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男子  400m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

坊岡　優眞    ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ       スウィン太田    高校（1）1 10553

福田　圭吾    ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺﾞ       アテナＡＭＣ    中学（3）2 11559

北川　凜生    ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ        日大豊山        高校（1）3 13236

飯田　光達    ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ       ｲﾄﾏﾝ東伏見      中学（3）4 13504

川島　朝陽    ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ        ﾙﾈｻﾝｽ両国       中学（3）5 13587

上川畑　英    ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｴｲ      カワサキＳＣ    中学（3）6 14524

渡辺　裕太    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（3）7 14628

小方　　颯    ｵｶﾞﾀ ｿｳ         イトマン港北    高校（1）8 14645

杉山　大晟    ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲｾｲ      ｾｲｼﾝ千代田      中学（3）9 21707

植屋　日志    ｳｴﾔ ﾆｼ          磐田カルチャ    高校（1）10 21812

杉浦　涼一    ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｲﾁ     コナミ蒲郡      高校（1）11 22209

中村　　元    ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ       枚方ＳＳ        高校（1）12 27327

重塚　　笙    ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ       コナミ西宮      高校（1）13 28824

小峯　輝羅    ｺﾐﾈ ｷﾗ          ＳＵＮ姫路      中学（3）14 28848

北村　峻聖    ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ      ﾙﾈｻﾝｽ姫路       高校（1）15 28923

引地　元気    ﾋｷｼﾞ ｹﾞﾝｷ       ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住    中学（3）16 40529

西小野皓大    ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ      メルヘン姶良    高校（1）17 46545
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女子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

松浦　百愛    ﾏﾂｳﾗ ﾄｱ         天童ＳＳ        中学（3）1 06059

小池　唯子    ｺｲｹ ﾕｲｺ         スウィン越谷    中学（3）2 11604

篠塚　聖妃    ｼﾉﾂｶ ｲﾌﾞｷ       ｾ・桶川北本     高校（1）3 11652

清水アマネ    ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ        ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     中学（3）4 12600

船越　彩椰    ﾌﾅｺｼ ｻﾔ         三菱養和ＳＳ    高校（1）5 13552

中野乃梨子    ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ         マリン舎人      高校（1）6 13681

兼松　さや    ｶﾈﾏﾂ ｻﾔ         ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚     中学（3）7 14574

安立　胡春    ｱﾀﾞﾁ ｺﾊﾙ        協栄MD座間      中学（3）8 14659

丸山　にこ    ﾏﾙﾔﾏ ﾆｺ         ナントＳＣ      中学（3）9 18504

長田　真衣    ﾅｶﾞﾀ ﾏｲ         まるおかｱｸｱ     高校（1）10 20510

磯江月希乃    ｲｿｴ ﾂｷﾉ         富士ST          中学（3）11 21643

鈴木　志保    ｽｽﾞｷ ｼﾎ         ＢＩＧ棒屋      高校（1）12 21806

山田　茅帆    ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ         ＢＩＧ棒屋      中学（3）13 21806

藤本　果子    ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ        中京大中京高    高校（1）14 22029

兼田　真奈    ｶﾈﾀﾞ ﾏﾅ         イトマン堅田    高校（1）15 25334

長谷川葉月    ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ      イ ト マ ン     中学（3）16 27212

吉井萌萌花    ﾖｼｲ ﾓﾓｶ         ＫＳＣ千里      中学（3）17 27281

片山　珠里    ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ       ﾙﾈｻﾝｽ神戸       中学（3）18 28835

吉田　芽生    ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         イトマン西神    中学（3）19 28880

内田さくら    ｳﾁﾀﾞ ｻｸﾗ        ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田     中学（3）20 30526

谷口　葉奈    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ        真庭SC          高校（1）21 33041

坂口萌乃香    ｻｶｸﾞﾁ ﾎﾉｶ       KSGSSS岩国      中学（3）22 35241

森田　眞心    ﾓﾘﾀ ﾏｺ          大野城ＳＣ      中学（3）23 40503

仲田　　葵    ﾅｶﾀ ｱｵｲ         長崎ＳＣ        高校（1）24 42300
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女子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

松浦　百愛    ﾏﾂｳﾗ ﾄｱ         天童ＳＳ        中学（3）1 06059

和知良々夢    ﾜﾁ ﾗﾗﾝ          SW大教小名浜    高校（1）2 07828

佐藤　真論    ｻﾄｳ ﾏﾛﾝ         あかやまＳＳ    中学（3）3 08106

鵜飼　真央    ｳｶﾞｲ ﾏｵ         タップ龍ヶ崎    中学（3）4 08110

柴田　菜摘    ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ        コナミ北浦和    中学（3）5 11539

小池　唯子    ｺｲｹ ﾕｲｺ         スウィン越谷    中学（3）6 11604

篠塚　聖妃    ｼﾉﾂｶ ｲﾌﾞｷ       ｾ・桶川北本     高校（1）7 11652

野村　奈緒    ﾉﾑﾗ ﾅｵ          コナミ津田沼    中学（3）8 12571

松橋　麗華    ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ        武蔵野          高校（1）9 13219

船越　彩椰    ﾌﾅｺｼ ｻﾔ         三菱養和ＳＳ    高校（1）10 13552

岡村　梨香    ｵｶﾑﾗ ﾘｶ         ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（3）11 13557

二宮　歌梨    ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ        東京ドーム      中学（3）12 13639

兼松　さや    ｶﾈﾏﾂ ｻﾔ         ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚     中学（3）13 14574

水上　夏鈴    ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾘﾝ       ATSC.YW         高校（1）14 14631

安立　胡春    ｱﾀﾞﾁ ｺﾊﾙ        協栄MD座間      中学（3）15 14659

田原麻里愛    ﾀﾊﾗ ﾏﾘｱ         アクトス上田    高校（1）16 16566

丸山　にこ    ﾏﾙﾔﾏ ﾆｺ         ナントＳＣ      中学（3）17 18504

山寺　舞果    ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾏｲｶ       金沢ＳＣ西泉    高校（1）18 19510

中川　まお    ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｵ        ＳＡ松任        中学（3）19 19528

磯江月希乃    ｲｿｴ ﾂｷﾉ         富士ST          中学（3）20 21643

山田　茅帆    ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ         ＢＩＧ棒屋      中学（3）21 21806

藤本　果子    ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ        中京大中京高    高校（1）22 22029

諸橋　光咲    ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ        京都踏水会      高校（1）23 26513

杉山わか菜    ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ       太成学院大高    高校（1）24 27100

吉井萌萌花    ﾖｼｲ ﾓﾓｶ         ＫＳＣ千里      中学（3）25 27281

宇野　莉奈    ｳﾉ ﾘﾅ           枚方ＳＳ        高校（1）26 27327

津隈　由子    ﾂｸﾏ ﾕｳｺ         ｲﾄﾏﾝ岸和田      高校（1）27 27335

梅木　陽向    ｳﾒｷ ﾋﾅﾀ         大東SS          中学（3）28 27347

片山　珠里    ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ       ﾙﾈｻﾝｽ神戸       中学（3）29 28835

吉田　芽生    ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         イトマン西神    中学（3）30 28880

坂口萌乃香    ｻｶｸﾞﾁ ﾎﾉｶ       KSGSSS岩国      中学（3）31 35241

森田　眞心    ﾓﾘﾀ ﾏｺ          大野城ＳＣ      中学（3）32 40503
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女子  200m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

佐藤　真論    ｻﾄｳ ﾏﾛﾝ         あかやまＳＳ    中学（3）1 08106

柴田　菜摘    ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ        コナミ北浦和    中学（3）2 11539

野村　奈緒    ﾉﾑﾗ ﾅｵ          コナミ津田沼    中学（3）3 12571

佐藤　梨央    ｻﾄｳ ﾘｵ          東京ＳＣ        高校（1）4 13530

長尾　佳音    ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ        東京ＳＣ        高校（1）5 13530

岡村　梨香    ｵｶﾑﾗ ﾘｶ         ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（3）6 13557

二宮　歌梨    ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ        東京ドーム      中学（3）7 13639

志村　二海    ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ        ＳＡトム        高校（1）8 13668

岩渕　立歩    ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘﾎ        湘南工大附      高校（1）9 14002

澤野　莉子    ｻﾜﾉ ﾘｺ          ＳＡ新城        中学（3）10 14545

水上　夏鈴    ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾘﾝ       ATSC.YW         高校（1）11 14631

田原麻里愛    ﾀﾊﾗ ﾏﾘｱ         アクトス上田    高校（1）12 16566

佐藤　　愛    ｻﾄｳ ｱｲ          アクシー亀田    高校（1）13 17572

山寺　舞果    ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾏｲｶ       金沢ＳＣ西泉    高校（1）14 19510

磯江月希乃    ｲｿｴ ﾂｷﾉ         富士ST          中学（3）15 21643

松﨑江里子    ﾏﾂｻﾞｷ ｴﾘｺ       コパン可児      中学（3）16 24138

宇野　莉奈    ｳﾉ ﾘﾅ           枚方ＳＳ        高校（1）17 27327

津隈　由子    ﾂｸﾏ ﾕｳｺ         ｲﾄﾏﾝ岸和田      高校（1）18 27335

梅木　陽向    ｳﾒｷ ﾋﾅﾀ         大東SS          中学（3）19 27347

松野仁衣奈    ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ         ＪＳＳ大久保    高校（1）20 28869

辻出　詩子    ﾂｼﾞﾃﾞ ｳﾀｺ       ﾙﾈｻﾝｽ登美       中学（3）21 29212
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女子  400m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

武田　眞咲    ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ        ｽｳｨﾝふじみ野    高校（1）1 11619

守友　晃子    ﾓﾘﾄﾓ ｱｷｺ        ｽｳｨﾝみよし      高校（1）2 11628

松﨑　りん    ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ        ｲﾄﾏﾝ東伏見      中学（3）3 13504

岡村　梨香    ｵｶﾑﾗ ﾘｶ         ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（3）4 13557

岩渕　立歩    ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘﾎ        湘南工大附      高校（1）5 14002

長田　友唯    ｵｻﾀﾞ ﾕｲ         ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西     高校（1）6 15506

松﨑江里子    ﾏﾂｻﾞｷ ｴﾘｺ       コパン可児      中学（3）7 24138

金谷伊沙優    ｶﾅﾔ ｲｻﾍﾞﾗ       コナミ伏見      中学（3）8 26505

梶本　一花    ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ       枚方ＳＳ        高校（1）9 27327

藤本　　穏    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ       枚方ＳＳ        中学（3）10 27327

津隈　由子    ﾂｸﾏ ﾕｳｺ         ｲﾄﾏﾝ岸和田      高校（1）11 27335

中嶌　楓花    ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ       ＮＳＩ          中学（3）12 28840

松野仁衣奈    ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ         ＪＳＳ大久保    高校（1）13 28869

辻出　詩子    ﾂｼﾞﾃﾞ ｳﾀｺ       ﾙﾈｻﾝｽ登美       中学（3）14 29212
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女子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

赤羽沙也加    ｱｶﾊﾞﾈ ｻﾔｶ       西那須ｲﾝﾀｰ      中学（3）1 09510

古俣　　桜    ｺﾏﾀ ｻｸﾗ         スウィン大教    中学（3）2 11575

酒井　　凌    ｻｶｲ ﾘｮｳ         スウィン鷲宮    高校（1）3 11602

亀井　涼子    ｶﾒｲ ﾘｮｳｺ        スウィン美園    高校（1）4 11659

笹生　舞琳    ｻｿｳ ﾏﾘﾝ         ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     中学（3）5 12600

清水アマネ    ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ        ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     中学（3）6 12600

遠藤　　渚    ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ      アクラブ調布    高校（1）7 13509

岡﨑　友愛    ｵｶｻﾞｷ ﾕｱ        ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋     中学（3）8 13537

宮本　佳奈    ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ         ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（3）9 13560

徳永　結夢    ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ        ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（3）10 13560

志村　二海    ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ        ＳＡトム        高校（1）11 13668

轟　　陽菜    ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋﾅ        ｲﾄﾏﾝ富士見台    中学（3）12 13670

須田　彩叶    ｽﾀﾞ ｻﾔｶ         湘南工大附      高校（1）13 14002

佐藤ななみ    ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ         ＳＡ新城        高校（1）14 14545

市島　花音    ｲﾁｼﾏ ｶﾉﾝ        ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中学（3）15 14560

伊藤亜香利    ｲﾄｳ ｱｶﾘ         浜名湖ＳＳ      高校（1）16 21820

芳村　りこ    ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ         ＪＳＳ中川      中学（3）17 22220

小島明日香    ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ        いずみ能登川    高校（1）18 25332

前川　瑠楓    ﾏｴｶﾜ ﾙｶ         メイスポ茨木    高校（1）19 27201

城　由莉亜    ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ        大阪水泳学校    高校（1）20 27303

杉山菜々美    ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾅﾐ       ＪＳＳ八尾      中学（3）21 27503

西河　輝峰    ﾆｼｶﾜ ｷﾎ         塚口ＳＳ        中学（3）22 28805

中澤　　葵    ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ       イトマン神戸    中学（3）23 28815

宮城　歩優    ﾐﾔｷﾞ ｱﾕ         鳥取・パジャ    中学（3）24 31550

佐藤　　鼓    ｻﾄｳ ﾂﾂﾞﾐ        プリオール      高校（1）25 34140

芝　　咲菜    ｼﾊﾞ ｻｷﾅ         五百木ＳＣ      中学（3）26 38205

森田　眞心    ﾓﾘﾀ ﾏｺ          大野城ＳＣ      中学（3）27 40503
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女子  200m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

赤羽沙也加    ｱｶﾊﾞﾈ ｻﾔｶ       西那須ｲﾝﾀｰ      中学（3）1 09510

武上紗也奈    ﾀｹｶﾞﾐ ｻﾔﾅ       スウィン大宮    高校（1）2 11508

古俣　　桜    ｺﾏﾀ ｻｸﾗ         スウィン大教    中学（3）3 11575

酒井　　凌    ｻｶｲ ﾘｮｳ         スウィン鷲宮    高校（1）4 11602

木崎　京香    ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ       三菱養和ＳＳ    高校（1）5 13552

宮本　佳奈    ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ         ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（3）6 13560

前野　陽向    ﾏｴﾉ ﾋﾅﾀ         ｲﾄﾏﾝ上石神井    高校（1）7 13584

轟　　陽菜    ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋﾅ        ｲﾄﾏﾝ富士見台    中学（3）8 13670

佐藤ななみ    ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ         ＳＡ新城        高校（1）9 14545

市島　花音    ｲﾁｼﾏ ｶﾉﾝ        ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中学（3）10 14560

越智　夏織    ｵﾁ ｶｵﾘ          アピア富山      高校（1）11 18513

伊藤亜香利    ｲﾄｳ ｱｶﾘ         浜名湖ＳＳ      高校（1）12 21820

日極るりか    ﾋﾂﾞﾒ ﾙﾘｶ        ＭＹＳ名学院    中学（3）13 22193

芳村　りこ    ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ         ＪＳＳ中川      中学（3）14 22220

前川　瑠楓    ﾏｴｶﾜ ﾙｶ         メイスポ茨木    高校（1）15 27201

中澤　　葵    ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ       イトマン神戸    中学（3）16 28815

宮城　歩優    ﾐﾔｷﾞ ｱﾕ         鳥取・パジャ    中学（3）17 31550

佐藤　　鼓    ｻﾄｳ ﾂﾂﾞﾐ        プリオール      高校（1）18 34140

芝　　咲菜    ｼﾊﾞ ｻｷﾅ         五百木ＳＣ      中学（3）19 38205

三村はるな    ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ         大野城ＳＣ      中学（3）20 40503
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女子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

千葉　彩佳    ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ         福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC    中学（3）1 03538

曲山　陽菜    ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ﾋﾅ       ウィン福島      高校（1）2 07809

堀本　麻紘    ﾎﾘﾓﾄ ﾏﾋﾛ        タップ筑波      高校（1）3 08107

赤川　遥華    ｱｶｶﾞﾜ ﾊﾙｶ       守谷インター    高校（1）4 08135

小林陽菜詩    ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ       ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮     高校（1）5 09507

角野　久桐    ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ        花咲徳栄        高校（1）6 11135

藤縄　優花    ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ       コナミ北浦和    中学（3）7 11539

菅　美奈実    ｽｶﾞ ﾐﾅﾐ         スウィン埼玉    高校（1）8 11585

廣瀬　　碧    ﾋﾛｾ ｱｵｲ         スウィン鷲宮    中学（3）9 11602

谷口　真尋    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ       稲毛インター    高校（1）10 12521

松橋　麗華    ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ        武蔵野          高校（1）11 13219

今井　優奈    ｲﾏｲ ﾕｳﾅ         東京ＳＣ        中学（3）12 13530

池野　紫音    ｲｹﾉ ｼｵﾝ         東京ＤＣ        高校（1）13 13534

黒部　和花    ｸﾛﾍﾞ ﾊﾅ         ﾉﾑﾗｽｲﾐﾝｸﾞ       高校（1）14 13550

阿部　恋奈    ｱﾍﾞ ｺｺﾅ         ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       高校（1）15 13560

堀　　夏葉    ﾎﾘ ﾅﾂﾊ          板橋体協ﾄﾞｰﾑ    高校（1）16 13611

遠藤　和夏    ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ        ｼﾞｪｲｴｽﾋﾞｨ       高校（1）17 13669

中野乃梨子    ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ         マリン舎人      高校（1）18 13681

江藤　瑠奈    ｴﾄｳ ﾙﾅ          日大藤沢        高校（1）19 14057

浅沼　璃子    ｱｻﾇﾏ ﾘｺ         ｴﾙｳｪｰﾌﾞSS       高校（1）20 14503

橋本　麻衣    ﾊｼﾓﾄ ﾏｲ         協栄MD相模原    中学（3）21 14595

水野　　響    ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（3）22 14628

猪狩　彩奈    ｲｶﾞﾘ ｷﾅ         NECGSC溝の口    高校（1）23 14658

田原麻里愛    ﾀﾊﾗ ﾏﾘｱ         アクトス上田    高校（1）24 16566

長島　汐里    ﾅｶﾞｼﾏ ｼｵﾘ       金沢ＳＣ西泉    高校（1）25 19510

榊原　莉那    ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘﾅ       まるおかｱｸｱ     高校（1）26 20510

與河　礼奈    ﾖｶﾜ ﾚｲﾅ         ｲﾄﾏﾝ春日井      高校（1）27 22020

太田ゆめの    ｵｵﾀ ﾕﾒﾉ         中京大中京高    高校（1）28 22029

石渡　　遥    ｲｼﾜﾀ ﾖｳ         名古屋ＳＣ      中学（3）29 22035

黒飛　茉里    ｸﾛﾄﾋﾞ ﾏﾘ        洛南高校        高校（1）30 26001

山﨑穂乃花    ﾔﾏｻｷ ﾎﾉｶ        ﾋﾞｰﾄまいづる    高校（1）31 26529

庄司　　滉    ｼｮｳｼﾞ ｺｳ        イトマン京都    中学（3）32 26539

大仲　摩耶    ｵｵﾅｶ ﾏﾔ         パンジョＳＣ    中学（3）33 27204

椋本　沙良    ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ         イ ト マ ン     中学（3）34 27212

鍵本　彩夏    ｶｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ       イ ト マ ン     中学（3）35 27212

藤澤依里子    ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾘｺ       イトマン江坂    高校（1）36 27289

田積帆乃果    ﾀﾂﾑ ﾎﾉｶ         大阪水泳学校    中学（3）37 27303

菅原　萌那    ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ       マック加古川    高校（1）38 28887

岡信　結奈    ｵｶﾉﾌﾞ ﾕｲﾅ       ビート岡山      中学（3）39 33027

寺坂　千英    ﾃﾗｻｶ ﾁﾊﾅ        ＲＡＹＳ        高校（1）40 33050

大井　希莉    ｵｵｲ ｷﾘ          ジャパン高松    中学（3）41 36501

熊川　菜穂    ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ        大野城ＳＣ      中学（3）42 40503

高木　陽菜    ﾀｶｷ ﾋﾅ          ＫＳＧ九産大    中学（3）43 40506

平尾　　楓    ﾋﾗｵ ｶｴﾃﾞ        はるおか原      高校（1）44 40518

小関　　葵    ｺｾｷ ｱｵｲ         ビート長崎      高校（1）45 42301
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女子  200m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

千葉　彩佳    ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ         福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC    中学（3）1 03538

曲山　陽菜    ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ﾋﾅ       ウィン福島      高校（1）2 07809

赤川　遥華    ｱｶｶﾞﾜ ﾊﾙｶ       守谷インター    高校（1）3 08135

藤縄　優花    ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ       コナミ北浦和    中学（3）4 11539

菅　美奈実    ｽｶﾞ ﾐﾅﾐ         スウィン埼玉    高校（1）5 11585

廣瀬　　碧    ﾋﾛｾ ｱｵｲ         スウィン鷲宮    中学（3）6 11602

谷口　真尋    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ       稲毛インター    高校（1）7 12521

藤井　乙葉    ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ        ｲﾄﾏﾝ東伏見      高校（1）8 13504

今井　優奈    ｲﾏｲ ﾕｳﾅ         東京ＳＣ        中学（3）9 13530

池野　紫音    ｲｹﾉ ｼｵﾝ         東京ＤＣ        高校（1）10 13534

黒部　和花    ｸﾛﾍﾞ ﾊﾅ         ﾉﾑﾗｽｲﾐﾝｸﾞ       高校（1）11 13550

今野　遥陽    ｺﾝﾉ ﾊﾙﾋ         ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（3）12 13560

古舘　葵瑚    ﾌﾙﾀﾞﾃ ｱｺ        ＳＷＩＦＴ      中学（3）13 13589

安岡　　華    ﾔｽｵｶ ﾊﾅ         新代田ＳＳ      高校（1）14 13602

堀　　夏葉    ﾎﾘ ﾅﾂﾊ          板橋体協ﾄﾞｰﾑ    高校（1）15 13611

遠藤　和夏    ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ        ｼﾞｪｲｴｽﾋﾞｨ       高校（1）16 13669

江藤　瑠奈    ｴﾄｳ ﾙﾅ          日大藤沢        高校（1）17 14057

鈴木　玲奈    ｽｽﾞｷ ﾚﾅ         相模原ＤＣ      中学（3）18 14521

橋本　麻衣    ﾊｼﾓﾄ ﾏｲ         協栄MD相模原    中学（3）19 14595

水野　　響    ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（3）20 14628

與河　礼奈    ﾖｶﾜ ﾚｲﾅ         ｲﾄﾏﾝ春日井      高校（1）21 22020

太田ゆめの    ｵｵﾀ ﾕﾒﾉ         中京大中京高    高校（1）22 22029

石渡　　遥    ｲｼﾜﾀ ﾖｳ         名古屋ＳＣ      中学（3）23 22035

永田　怜奈    ﾅｶﾞﾀ ﾚﾅ         豊田ＳＳ        中学（3）24 22086

鍵谷　柚月    ｶｷﾞﾔ ﾕｽﾞｷ       コパン可児      中学（3）25 24138

黒飛　茉里    ｸﾛﾄﾋﾞ ﾏﾘ        洛南高校        高校（1）26 26001

山﨑穂乃花    ﾔﾏｻｷ ﾎﾉｶ        ﾋﾞｰﾄまいづる    高校（1）27 26529

庄司　　滉    ｼｮｳｼﾞ ｺｳ        イトマン京都    中学（3）28 26539

八木　詩歩    ﾔｷﾞ ｼﾎ          イトマン京都    高校（1）29 26539

大仲　摩耶    ｵｵﾅｶ ﾏﾔ         パンジョＳＣ    中学（3）30 27204

椋本　沙良    ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ         イ ト マ ン     中学（3）31 27212

鍵本　彩夏    ｶｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ       イ ト マ ン     中学（3）32 27212

藤澤依里子    ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾘｺ       イトマン江坂    高校（1）33 27289

曽我部菜々    ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ        枚方ＳＳ        中学（3）34 27327

岡信　結奈    ｵｶﾉﾌﾞ ﾕｲﾅ       ビート岡山      中学（3）35 33027

大井　希莉    ｵｵｲ ｷﾘ          ジャパン高松    中学（3）36 36501

小松　千紗    ｺﾏﾂ ﾁｻ          瀬戸内ＳＳ      中学（3）37 36504

平尾　　楓    ﾋﾗｵ ｶｴﾃﾞ        はるおか原      高校（1）38 40518

小関　　葵    ｺｾｷ ｱｵｲ         ビート長崎      高校（1）39 42301
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女子  100m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

西澤　七海    ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ       盛岡南高校      高校（1）1 03032

渡辺　　杏    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝ        セントラル泉    中学（3）2 04307

大井　愛生    ｵｵｲ ｱｷ          SA相馬          中学（3）3 07827

宮岡　萌衣    ﾐﾔｵｶ ﾒｲ         ささはら塾      中学（3）4 08111

渡辺　楓愛    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾅ       ｽｳｨﾝ宇都宮      中学（3）5 09530

本田　遥香    ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ        スウィン大宮    高校（1）6 11508

蓮原　愛実    ﾊｽﾊﾗ ﾏﾅﾐ        スウィン熊谷    高校（1）7 11525

松下　　茜    ﾏﾂｼﾀ ｱｶﾈ        瀬ヶ崎ＳＣ      中学（3）8 11569

守友　晃子    ﾓﾘﾄﾓ ｱｷｺ        ｽｳｨﾝみよし      高校（1）9 11628

遠山　乃梨    ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ         ｾﾝﾄﾗﾙ谷津       高校（1）10 12501

鴇田　未来    ﾄｷﾀ ﾐｸ          アーデル        中学（3）11 12511

野田　佑風    ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ         ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     高校（1）12 12600

木津喜一花    ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ        三菱養和ＳＳ    中学（3）13 13552

宮本　佳奈    ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ         ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（3）14 13560

内藤　万愛    ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ         ｾﾝﾄﾗﾙ府中       高校（1）15 13686

曽根　裟月    ｿﾈ ｻﾂｷ          コナミ林間      高校（1）16 14517

三井　愛梨    ﾐﾂｲ ｱｲﾘ         横浜サクラ      中学（3）17 14579

桑原　美優    ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ        イトマン港北    高校（1）18 14645

山本けいと    ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ        NECGSC溝の口    中学（3）19 14658

山岸　琴美    ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ       ＩＳＣ飯田      高校（1）20 16522

山岸はるか    ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｶ       ＳＡ柏崎        中学（3）21 17538

柳澤　　萌    ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ       高岡ＳＣ        高校（1）22 18505

山寺　舞果    ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾏｲｶ       金沢ＳＣ西泉    高校（1）23 19510

山崎　萌音    ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾉﾝ       浜名湖ＳＳ      中学（3）24 21820

日極るりか    ﾋﾂﾞﾒ ﾙﾘｶ        ＭＹＳ名学院    中学（3）25 22193

木村　日咲    ｷﾑﾗ ﾋｻｷ         イトマン大津    中学（3）26 25310

瀧本真由佳    ﾀｷﾓﾄ ﾏﾕｶ        関大北陽        高校（1）27 27081

荒木　夏菜    ｱﾗｷ ｶﾅ          メイスポ茨木    中学（3）28 27201

橋本　風夏    ﾊｼﾓﾄ ﾌｳｶ        パンジョＳＣ    高校（1）29 27204

長谷川葉月    ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ      イ ト マ ン     中学（3）30 27212

藤本　　穏    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ       枚方ＳＳ        中学（3）31 27327

宇野　莉奈    ｳﾉ ﾘﾅ           枚方ＳＳ        高校（1）32 27327

森田　美友    ﾓﾘﾀ ﾐﾕ          イトマン神戸    中学（3）33 28815

四ツ谷智香    ﾖﾂﾀﾆ ﾁｶ         ＮＳＩ神鉄      高校（1）34 28857

宮崎いぶき    ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ      ｲﾄﾏﾝ西神戸      中学（3）35 28921

水谷　瑠那    ﾐｽﾞﾀﾆ ﾙﾅ        和歌山北高校    高校（1）36 30003

榎本　真乙    ｴﾉﾓﾄ ﾏｵ         ADカツラギSS    中学（3）37 30521

中岡亜依香    ﾅｶｵｶ ｱｲｶ        八幡浜高校      高校（1）38 38023

小山田季未    ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ太宰    高校（1）39 40528

髙﨑　真衣    ﾀｶｻｷ ﾏｲ         ＫＳＧときわ    高校（1）40 40606

長森　流楓    ﾅｶﾞﾓﾘ ﾙｶ        アレスト八代    中学（3）41 43518

上田　麻琴    ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ        E-LAND          高校（1）42 43706

福島　心響    ﾌｸｼﾏ ｺｺﾈ        ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       中学（3）43 44163

高橋ハナコ    ﾀｶﾊｼ ﾊﾅｺ        BIG宮崎         中学（3）44 45170

有村　咲希    ｱﾘﾑﾗ ｻｷ         Nb              高校（1）45 46552

後野　真衣    ｳｼﾛﾉ ﾏｲ         Ｋｉｔ          高校（1）46 46848
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女子  200m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

渡辺　　杏    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝ        セントラル泉    中学（3）1 04307

宮岡　萌衣    ﾐﾔｵｶ ﾒｲ         ささはら塾      中学（3）2 08111

秋山菜々花    ｱｷﾔﾏ ﾅﾅｶ        スウィン熊谷    中学（3）3 11525

蓮原　愛実    ﾊｽﾊﾗ ﾏﾅﾐ        スウィン熊谷    高校（1）4 11525

松下　　茜    ﾏﾂｼﾀ ｱｶﾈ        瀬ヶ崎ＳＣ      中学（3）5 11569

守友　晃子    ﾓﾘﾄﾓ ｱｷｺ        ｽｳｨﾝみよし      高校（1）6 11628

鴇田　未来    ﾄｷﾀ ﾐｸ          アーデル        中学（3）7 12511

宮本　帆風    ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ        Nalu Aquatic    高校（1）8 12526

野田　佑風    ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ         ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     高校（1）9 12600

松﨑　りん    ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ        ｲﾄﾏﾝ東伏見      中学（3）10 13504

飯島　夕貴    ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ       ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（3）11 13560

中茎　実南    ﾅｶｸｷ ﾐﾅﾐ        ﾒｶﾞﾛｽ葛飾       高校（1）12 13582

伊藤　琴羽    ｲﾄｳ ｺﾄﾊ         ｾﾝﾄﾗﾙ府中       高校（1）13 13686

三井　愛梨    ﾐﾂｲ ｱｲﾘ         横浜サクラ      中学（3）14 14579

宮根　芽生    ﾐﾔﾈ ﾒｲ          イトマン多摩    中学（3）15 14602

野井　珠稀    ﾉｲ ﾀﾏｷ          ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（3）16 14628

山岸　琴美    ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ       ＩＳＣ飯田      高校（1）17 16522

山川　陽菜    ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾅ        富山ＳＣ        中学（3）18 18500

柳澤　　萌    ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ       高岡ＳＣ        高校（1）19 18505

梅沢　星奈    ｳﾒｻﾞﾜ ｾﾅ        アピア富山      中学（3）20 18513

大塚　華蓮    ｵｵﾂｶ ｶﾚﾝ        ｾｲｼﾝ千代田      中学（3）21 21707

山崎　萌音    ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾉﾝ       浜名湖ＳＳ      中学（3）22 21820

犬飼　夏凜    ｲﾇｶｲ ｶﾘﾝ        桑名工業        高校（1）23 23017

瀧本真由佳    ﾀｷﾓﾄ ﾏﾕｶ        関大北陽        高校（1）24 27081

杉山わか菜    ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ       太成学院大高    高校（1）25 27100

藤本　　穏    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ       枚方ＳＳ        中学（3）26 27327

森田　美友    ﾓﾘﾀ ﾐﾕ          イトマン神戸    中学（3）27 28815

辻出　詩子    ﾂｼﾞﾃﾞ ｳﾀｺ       ﾙﾈｻﾝｽ登美       中学（3）28 29212

荒木　紗弥    ｱﾗｷ ｻﾔ          伊藤ＳＳ        中学（3）29 36506

中岡亜依香    ﾅｶｵｶ ｱｲｶ        八幡浜高校      高校（1）30 38023

前野　希和    ﾏｴﾉ ｷﾖﾘ         ZEYO-ST         高校（1）31 39503

小山田季未    ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ太宰    高校（1）32 40528

長森　流楓    ﾅｶﾞﾓﾘ ﾙｶ        アレスト八代    中学（3）33 43518

福島　心響    ﾌｸｼﾏ ｺｺﾈ        ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       中学（3）34 44163

高橋ハナコ    ﾀｶﾊｼ ﾊﾅｺ        BIG宮崎         中学（3）35 45170

山下ひなた    ﾔﾏｼﾀ ﾋﾅﾀ        Nb              高校（1）36 46552

後野　真衣    ｳｼﾛﾉ ﾏｲ         Ｋｉｔ          高校（1）37 46848
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女子  200m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１５～１６歳

第42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　

小原希々颯    ｵﾊﾞﾗ ﾉﾉｶ        山形ＤＣ        中学（3）1 06040

佐藤　真論    ｻﾄｳ ﾏﾛﾝ         あかやまＳＳ    中学（3）2 08106

三浦　夕依    ﾐｳﾗ ﾕｲ          瀬ヶ崎ＳＣ      高校（1）3 11569

佐藤　梨央    ｻﾄｳ ﾘｵ          東京ＳＣ        高校（1）4 13530

近藤ジュン    ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ      藤村ＳＳ        中学（3）5 13541

有川　萌結    ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ         コナミ西葛西    中学（3）6 13549

黒部　和花    ｸﾛﾍﾞ ﾊﾅ         ﾉﾑﾗｽｲﾐﾝｸﾞ       高校（1）7 13550

木崎　京香    ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ       三菱養和ＳＳ    高校（1）8 13552

江藤　瑠奈    ｴﾄｳ ﾙﾅ          日大藤沢        高校（1）9 14057

澤野　莉子    ｻﾜﾉ ﾘｺ          ＳＡ新城        中学（3）10 14545

野井　珠稀    ﾉｲ ﾀﾏｷ          ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（3）11 14628

桑原　美優    ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ        イトマン港北    高校（1）12 14645

佐藤　紫苑    ｻﾄｳ ｼｵﾝ         ＩＳＣ飯田      高校（1）13 16522

佐藤　　愛    ｻﾄｳ ｱｲ          アクシー亀田    高校（1）14 17572

山川　陽菜    ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾅ        富山ＳＣ        中学（3）15 18500

仲井　美玖    ﾅｶｲ ﾐｸ          富山ＳＣ        高校（1）16 18500

大塚　華蓮    ｵｵﾂｶ ｶﾚﾝ        ｾｲｼﾝ千代田      中学（3）17 21707

石渡　　遥    ｲｼﾜﾀ ﾖｳ         名古屋ＳＣ      中学（3）18 22035

中川　果音    ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ       みなとＳＳ      中学（3）19 22249

木村　碧海    ｷﾑﾗ ｱｵｲ         豊川高          高校（1）20 22308

金谷伊沙優    ｶﾅﾔ ｲｻﾍﾞﾗ       コナミ伏見      中学（3）21 26505

八木　詩歩    ﾔｷﾞ ｼﾎ          イトマン京都    高校（1）22 26539

瀧本真由佳    ﾀｷﾓﾄ ﾏﾕｶ        関大北陽        高校（1）23 27081

杉山わか菜    ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ       太成学院大高    高校（1）24 27100

田積帆乃果    ﾀﾂﾑ ﾎﾉｶ         大阪水泳学校    中学（3）25 27303

梶本　一花    ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ       枚方ＳＳ        高校（1）26 27327

曽我部菜々    ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ        枚方ＳＳ        中学（3）27 27327

三浦　彩花    ﾐｳﾗ ｱﾔｶ         ADカツラギSS    中学（3）28 30521

本田　志帆    ﾎﾝﾀﾞ ｼﾎ         鳥取東          高校（1）29 31001

平尾　　楓    ﾋﾗｵ ｶｴﾃﾞ        はるおか原      高校（1）30 40518

山下ひなた    ﾔﾏｼﾀ ﾋﾅﾀ        Nb              高校（1）31 46552
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第42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　

小原希々颯    ｵﾊﾞﾗ ﾉﾉｶ        山形ＤＣ        中学（3）1 06040

三浦　夕依    ﾐｳﾗ ﾕｲ          瀬ヶ崎ＳＣ      高校（1）2 11569

菅　美奈実    ｽｶﾞ ﾐﾅﾐ         スウィン埼玉    高校（1）3 11585

井坂　有里    ｲｻｶ ﾕﾘ          スウィン埼玉    中学（3）4 11585

武田　眞咲    ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ        ｽｳｨﾝふじみ野    高校（1）5 11619

松﨑　りん    ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ        ｲﾄﾏﾝ東伏見      中学（3）6 13504

佐藤　梨央    ｻﾄｳ ﾘｵ          東京ＳＣ        高校（1）7 13530

有川　萌結    ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ         コナミ西葛西    中学（3）8 13549

澤野　莉子    ｻﾜﾉ ﾘｺ          ＳＡ新城        中学（3）9 14545

野井　珠稀    ﾉｲ ﾀﾏｷ          ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（3）10 14628

山川　陽菜    ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾅ        富山ＳＣ        中学（3）11 18500

大塚　華蓮    ｵｵﾂｶ ｶﾚﾝ        ｾｲｼﾝ千代田      中学（3）12 21707

伊藤亜香利    ｲﾄｳ ｱｶﾘ         浜名湖ＳＳ      高校（1）13 21820

金谷伊沙優    ｶﾅﾔ ｲｻﾍﾞﾗ       コナミ伏見      中学（3）14 26505

八木　詩歩    ﾔｷﾞ ｼﾎ          イトマン京都    高校（1）15 26539

滝井　萌加    ﾀｷｲ ﾓｴｶ         メイスポ茨木    高校（1）16 27201

大仲　摩耶    ｵｵﾅｶ ﾏﾔ         パンジョＳＣ    中学（3）17 27204

曽我部菜々    ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ        枚方ＳＳ        中学（3）18 27327

梶本　一花    ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ       枚方ＳＳ        高校（1）19 27327

三浦　彩花    ﾐｳﾗ ｱﾔｶ         ADカツラギSS    中学（3）20 30521

山下ひなた    ﾔﾏｼﾀ ﾋﾅﾀ        Nb              高校（1）21 46552
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