
2014全国Ｂ＆Ｇジュニア水泳競技大会
期日：2014年8月2日(土)              会場：東京辰巳国際水泳場(50m)

入 賞 者 一 覧

男子  小学3・4年

50m自由形

1位 31秒69武    快飛 玉村町

2位 32秒70熊倉  来緒 白岡市

3位 32秒71山口翔輝夜 南あわじ市南淡

50m背泳ぎ

1位 38秒33春日  遊馬 南部町名川

2位 40秒97寺尾  達樹 上郡町

3位 41秒23阪本  礼遠 大紀町大内山

50m平泳ぎ

1位 41秒80北川  元輝 白岡市

2位 43秒72大西健士朗 愛南町御荘

3位 44秒14猪    瑛心 鋸南町

50mバタフライ

1位 ･大会新31秒26武    快飛 玉村町

2位 34秒66田村  香芽 鋸南町

3位 36秒13七條  陸空 かすみがうら市千代田

男子  小学5・6年

50m自由形

1位 28秒89島田  拓実 南あわじ市南淡

2位 29秒16須藤    颯 宇城市三角

3位 30秒19清水  貫智 愛南町御荘

50m背泳ぎ

1位 32秒58須藤    颯 宇城市三角

2位 36秒56佐藤  颯汰 北茨城市

3位 37秒08忍田    尊 五霞町

50m平泳ぎ

1位 35秒88佐藤  史弥 鋸南町

2位 37秒32齋藤  綾斗 石岡市

3位 38秒06大庭  大直 松伏町

50mバタフライ

1位 31秒42清水  貫智 愛南町御荘

2位 32秒28小川  竣也 白岡市

3位 32秒38島田  拓実 南あわじ市南淡

出力日時： 15:168月2日



2014全国Ｂ＆Ｇジュニア水泳競技大会
期日：2014年8月2日(土)              会場：東京辰巳国際水泳場(50m)

入 賞 者 一 覧

男子  中学生

50m自由形

1位 25秒44清水  鼓哲 愛南町御荘

2位 25秒81平柳    克 鋸南町

3位 26秒62池森  天斗 芳賀町

100m自由形

1位 56秒04清水  鼓哲 愛南町御荘

2位 56秒22平柳    克 鋸南町

3位 58秒75阿瀬川和茉 浜田市三隅

50m背泳ぎ

1位 ･大会新28秒65池端  俊哉 志賀町富来

2位 30秒52佐藤    颯 鋸南町

3位 30秒58木村  達矢 白山市鶴来

50m平泳ぎ

1位 ･大会新31秒23近江ハリー 大町市

2位 32秒20川端  雅也 玉村町

3位 33秒22坂本  一帆 富山市八尾

50mバタフライ

1位 26秒82池端  俊哉 志賀町富来

2位 27秒55佐藤    颯 鋸南町

3位 28秒17平尾  泰祐 芳賀町

男子  無差別

200mフリーリレー

1位   1分56秒39千葉
平柳    克 佐藤    颯 佐藤  史弥 吉野  恵都（ ）・ ・ ・

2位   1分59秒25埼玉
小川  竣也 大庭  大直 堺澤  優喜 茂木  亮太（ ）・ ・ ・

3位   1分59秒61岡山
西  晃之介 牧野  拳大 西  竜之介 山野  瑠哉（ ）・ ・ ・

200mメドレーリレー

1位   2分06秒44千葉
佐藤    颯 佐藤  史弥 鈴鹿  朋希 平柳    克（ ）・ ・ ・

2位   2分13秒57茨城
忍田    尊 鈴木  壱世 小貫  航太 河内  嵐至（ ）・ ・ ・

3位   2分15秒00埼玉
石川  泰靖 藤田  惇也 小川  竣也 飯草  皓平（ ）・ ・ ・

出力日時： 15:168月2日



2014全国Ｂ＆Ｇジュニア水泳競技大会
期日：2014年8月2日(土)              会場：東京辰巳国際水泳場(50m)

入 賞 者 一 覧

女子  小学3・4年

50m自由形

1位 31秒10湯澤  胡桃 芳賀町

2位 32秒04濵元玖瑠海 氷見市

3位 32秒30堺澤  舞香 白岡市

50m背泳ぎ

1位 37秒88荒谷  桃花 玉村町

2位 39秒02赤松  沙羅 高島市今津

3位 40秒39岩堀  衣吹 鋸南町

50m平泳ぎ

1位 41秒57飯草  史佳 松伏町

2位 45秒03北野こころ 篠山市

3位 45秒14大胡  舞夏 鋸南町

50mバタフライ

1位 ･大会新33秒68濵元玖瑠海 氷見市

2位 ･大会新33秒79湯澤  胡桃 芳賀町

3位 34秒53堺澤  舞香 白岡市

女子  小学5・6年

50m自由形

1位 29秒28髙井麻里衣 嵐山町

2位 29秒41吉田  涼夏 白岡市

3位 29秒55兼田  真奈 高島市高島

50m背泳ぎ

1位 34秒22髙井麻里衣 嵐山町

2位 35秒87磯部  彩乃 鋸南町

3位 36秒61茂木  美奈 吉見町

50m平泳ぎ

1位 35秒98坂    美紀 芳賀町

2位 38秒22宮地    桃 四万十町窪川

3位 38秒40吉田  野乃 鋸南町

50mバタフライ

1位 31秒86臼田  伊織 白岡市

2位 32秒50兼田  真奈 高島市高島

3位 33秒03茂木  美奈 吉見町

出力日時： 15:168月2日



2014全国Ｂ＆Ｇジュニア水泳競技大会
期日：2014年8月2日(土)              会場：東京辰巳国際水泳場(50m)

入 賞 者 一 覧

女子  中学生

50m自由形

1位 28秒31加藤  柚乃 桑名市長島

2位 28秒89日髙  雅子 志賀町富来

3位 29秒22髙井美莉衣 嵐山町

100m自由形

1位   1分01秒42加藤  柚乃 桑名市長島

2位   1分01秒64日髙  雅子 志賀町富来

3位   1分03秒39竹内  智香 四万十町窪川

50m背泳ぎ

1位 32秒04竹内  智香 四万十町窪川

2位 32秒54坪田  愛生 鶴田町

3位 32秒73内田  華遠 嵐山町

50m平泳ぎ

1位 34秒73首藤  大果 四万十町窪川

2位 36秒09中島えみり 御宿町

3位 36秒21梶谷  遥奈 松江市宍道

50mバタフライ

1位 30秒17内田  華遠 嵐山町

2位 30秒88坪田  愛生 鶴田町

3位 31秒14三宅  渚沙 南あわじ市南淡

女子  無差別

200mフリーリレー

1位   1分59秒11埼玉
吉田  涼夏 今井  理央 髙井美莉衣 野口  陽菜（ ）・ ・ ・

2位   2分03秒07千葉
津嶋笑満花 水野有輝子 田村  萌花 岩堀  桃佳（ ）・ ・ ・

3位   2分04秒03石川
日髙  雅子 山寺  舞果 前田優美花 高島  美佳（ ）・ ・ ・

200mメドレーリレー

1位 ･大会新  2分09秒58埼玉
内田  華遠 小川  茉愛 臼田  伊織 髙井麻里衣（ ）・ ・ ・

2位   2分13秒05千葉
水野有輝子 中島えみり 田村  萌花 岩堀  桃佳（ ）・ ・ ・

3位   2分17秒13高知
竹内  智香 首藤  大果 宮地    桃 長谷部綾乃（ ）・ ・ ・

出力日時： 15:168月2日


