
＜競泳＞　Day1

6月3日（木）　予選

女子400m自由形 （予　選） 松野仁衣奈（JSS大久保/須磨学園高校） 4分18秒06 13位 B決勝進出

女子50mバタフライ （予　選） 五十嵐千尋（JAPAN） 26秒21 １位 決勝進出

男子100m自由形 （予　選） 大平　理登（ＪＳＳ北神戸/須磨学園高校） 56秒59 52位

女子100m 平泳ぎ （予　選） 渡部香生子（JAPAN） 1分08秒29 3位 決勝進出

女子100m 平泳ぎ （予　選） 奈須田ゆうか（ＪＳＳ /法政大学） 1分11秒56 32位

6月3日（木）　B決勝

女子400m自由形 （B決勝） 松野仁衣奈（JSS大久保/須磨学園高校） 4分15秒92 4位

6月3日（木）　決勝

女子50mバタフライ （決  勝） 五十嵐千尋（JAPAN） 26秒11 ２位

女子100m 平泳ぎ （決  勝） 渡部香生子（JAPAN） 1分07秒20 優勝

競泳ジャパンオープン2021

【期　間】　2021年6月3日（木）～6月6日（日）　   【会　場】　千葉国際総合水泳場

この大会には日本代表（TEAM JAPAN) の3選手を含み20名のJSS選手が参加します

夏本番に向けた課題と練習の進捗を確認するレースとなります

皆様、ご声援をお願いします！



＜競泳＞　Day２

6月４日（金）　予選

女子50m 平泳ぎ （予　選） 渡部香生子（JAPAN） 31秒63 5位 決勝進出

女子50m 平泳ぎ （予　選） 奈須田ゆうか（ＪＳＳ /法政大学） 33秒08 28位

女子200m自由形 （予　選） 五十嵐千尋（JAPAN） 1分59秒83 2位 決勝進出

女子200m自由形 （予　選） 白井　璃緒（JAPAN） 2分01秒63 8位 決勝進出

女子100m背泳ぎ （予　選） 赤瀬紗也香（ＡＮＡＡＳ /ＪＳＳ） 1分02秒25 6位 決勝進出

女子100m背泳ぎ （予　選） 石田　瑠海（ＪＳＳ /法政大学） 1分02秒76 12位 B決勝進出

女子100m背泳ぎ （予　選） 小川　真菜（ＪＳＳ /法政大学） 1分04秒97 33位

女子100m背泳ぎ （予　選） 芳村　りこ（中京大中京高/ＪＳＳ中川） 1分05秒51 34位

男子100m背泳ぎ （予　選） 西村　駿弥（福井スポ協 /ＪＳＳ深井） 55秒95 13位 B決勝進出

男子100m背泳ぎ （予　選） 大平　理登（ＪＳＳ北神戸/須磨学園高校） DQ 　

女子800m自由形 （予　選） 松野仁衣奈（ＪＳＳ大久保/須磨学園高校） 8分49秒15 6位 決勝進出

女子800m自由形 （予　選） 中島千咲代（ＪＳＳ /法政大学） 8分56秒84 12位

6月４日（金）　B決勝

女子100m背泳ぎ （B決勝） 石田　瑠海（ＪＳＳ /法政大学） 1分02秒87 6位

男子100m背泳ぎ （B決勝） 西村　駿弥（福井スポ協 /ＪＳＳ深井） 56秒14 4位

6月４日（金）　決勝

女子50m 平泳ぎ （決  勝） 渡部香生子（JAPAN） 31秒75 5位

女子200m自由形 （決  勝） 五十嵐千尋（JAPAN） 1分57秒53 優勝

女子200m自由形 （決  勝） 白井　璃緒（JAPAN） 2分01秒55 ７位

女子100m背泳ぎ （決  勝） 赤瀬紗也香（ＡＮＡＡＳ /ＪＳＳ） 1分02秒48 7位



＜競泳＞　Day３

6月5日（土）　予選

女子50m 背泳ぎ （予　選） 赤瀬紗也香（ＡＮＡＡＳ /ＪＳＳ） 29秒60 15位 B決勝進出

女子50m 背泳ぎ （予　選） 芳村　りこ（中京大中京高/ＪＳＳ中川） 30秒46 33位

女子50m 背泳ぎ （予　選） 工藤　佳奈（ＪＳＳ南光台） 30秒60 34位

男子50m 背泳ぎ （予　選） 西村　駿弥（福井スポ協 /ＪＳＳ深井） 26秒48 20位  

男子50m 背泳ぎ （予　選） 養日　　聖（ＪＳＳ大原） 26秒58 24位  

男子50m 背泳ぎ （予　選） 武田　守運（ＪＳＳ比良） DS   

女子100m自由形 （予　選） 五十嵐千尋（JAPAN） 55秒13 3位 決勝進出

女子100m自由形 （予　選） 白井　璃緒（JAPAN） 55秒84 7位 決勝進出

女子200mバタフライ （予　選） 中島千咲代（ＪＳＳ /法政大学） 2分16秒49 27位

男子200mバタフライ （予　選） 松下　侑平（ＪＳＳ住吉） 2分05秒98 40位

男子200mバタフライ （予　選） 寛嶋　尚二（近畿大学院 /ＪＳＳ深井） DS   

6月５日（土）　B決勝

女子50m 背泳ぎ （B決勝） 赤瀬紗也香（ＡＮＡＡＳ /ＪＳＳ） 29秒30 1位

6月５日（土）　決勝

女子800m自由形 （決  勝） 松野仁衣奈（ＪＳＳ大久保/須磨学園高校） 8分49秒08 6位  

女子100m自由形 （決  勝） 五十嵐千尋（JAPAN） 54秒14 優勝

女子100m自由形 （決  勝） 白井　璃緒（JAPAN） 55秒54 4位



＜競泳＞　Day4

6月6日（日）　予選

女子50m自由形 （予　選） 五十嵐千尋（JAPAN） 25秒35 1位 決勝進出

女子50m自由形 （予　選） 白井　璃緒（JAPAN） 26秒15 10位 B決勝進出

男子50m自由形 （予　選） 山本　麻尋（ＪＳＳ登別） 23秒42 31位 　

女子200m背泳ぎ （予　選） 赤瀬紗也香（ＡＮＡＡＳ /ＪＳＳ） 2分16秒80 18位 　

女子200m背泳ぎ （予　選） 石田　瑠海（ＪＳＳ /法政大学） 2分17秒39 23位 　

女子200m背泳ぎ （予　選） 小川　真菜（ＪＳＳ /法政大学） 2分18秒12 27位

女子200m背泳ぎ （予　選） 芳村　りこ（中京大中京高/ＪＳＳ中川） 2分23秒41 38位

男子200m背泳ぎ （予　選） 西村　駿弥（福井スポ協 /ＪＳＳ深井） 2分03秒90 26位 　

男子100mバタフライ （予　選） 寛嶋　尚二（近畿大学院 /ＪＳＳ深井） DS   

女子200m 平泳ぎ （予　選） 渡部香生子（JAPAN） 2分26秒17 1位 決勝進出

女子200m 平泳ぎ （予　選） 齊藤　涼夏（ＪＳＳ /法政大学） 2分32秒82 27位

6月６日（日）　B決勝

女子50m自由形 （B決勝） 白井　璃緒（JAPAN） 26秒26 7位

6月６日（日）　決勝

女子1500m自由形 （T決勝） 中島千咲代（ＪＳＳ /法政大学） 17分03秒22 15位  

女子1500m自由形 （T決勝） 松野仁衣奈（JSS大久保/須磨学園高校） 17分03秒44 16位  

男子800m自由形 （T決勝） 加登　結翔（ＪＳＳ北神戸/報徳学園高校） 8分15秒55 21位

女子50m自由形 （決  勝） 五十嵐千尋（JAPAN） 25秒13 優勝

女子200m 平泳ぎ （決  勝） 渡部香生子（JAPAN） 2分24秒61 優勝


