
第27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     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

発生新記録一覧

組/水 加　盟 氏　名 ﾖﾐｶﾞﾅ 所属名 学校 800m 記録

競技No.  12 男子  200m 個人メドレー 予選 １０歳以下          
 9/ 5 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小4  2:27.25 大会新

競技No.  18 男子   50m バタフライ 予選 １１～１２歳        
 8/ 5 三  重 北村　　崚 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ JSSｻﾝﾊﾟｰｸSC 中1    27.13 大会新

競技No.  34 男子  200m 個人メドレー 決勝 １０歳以下          
 1/ 5 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小4  2:26.62 大会新

競技No.  36 男子  200m 個人メドレー 決勝 １１～１２歳        
 1/ 5 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中1  2:14.58 大会新
 1/ 6 埼  玉 三船　涼太 ﾐﾌﾈ ﾘｮｳﾀ サンライン 中1  2:15.70 大会新

競技No.  40 男子   50m バタフライ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 5 三  重 北村　　崚 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ JSSｻﾝﾊﾟｰｸSC 中1    27.06 大会新
 1/ 4 熊  本 福島竜太朗 ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 荒尾水教 中1    27.52 大会新

競技No.  52 男子   50m 背泳ぎ 予選 １０歳以下          
12/ 5 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小4    31.54 大会新

競技No.  67 女子  400m 個人メドレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 6 福  島 加藤　　和 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ イトマン福島 中3  4:53.99 大会新

競技No.  68 男子  400m 個人メドレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 7 兵  庫 野口　　翼 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ ＮＩＳＰＯ 中3  4:35.45 大会新

競技No.  70 男子  400m 個人メドレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 6 群  馬 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 群馬ＳＳ 高2  4:26.28 大会新

競技No.  74 男子   50m 背泳ぎ 決勝 １０歳以下          
 1/ 5 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小4    31.15 大会新

競技No.  78 男子  100m バタフライ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 6 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中1    59.83 大会新
 1/ 5 三  重 北村　　崚 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ JSSｻﾝﾊﾟｰｸSC 中1    59.86 大会新

競技No.  98 男子  200m 個人メドレー 予選 ＣＳ                
 7/ 6 東  京 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日大豊山 高3  2:05.16 大会新

競技No. 112 男子  200m 背泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 5 大  阪 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ イトマン 中3  2:04.92 大会新

競技No. 117 女子  100m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 群  馬 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 群馬渋川ＳＳ 高3    59.99 大会新
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競技No. 119 女子  200m 個人メドレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 6 福  岡 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ イトマン福岡 中2  2:18.46 大会新
 1/ 5 大  阪 上田　梨奈 ｳｴﾀﾞ ﾘﾅ Ｎ．Ｓ．Ｉ 中3  2:18.89 大会新

競技No. 122 男子  200m 個人メドレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 東  京 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日大豊山 高3  2:03.51 大会新
 1/ 7 群  馬 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 群馬ＳＳ 高2  2:05.38 大会新

競技No. 125 女子  200m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 東  京 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 東京ＳＣ 高1  2:00.55 大会新

競技No. 130 男子  100m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 熊  本 松枝　孝男 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｶｵ ＫＥＩＳＣ 高2  1:02.60 大会新

競技No. 163 女子  200m 平泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 東  京 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ ＪＳＳ八王子 中1  2:29.06 大会新

競技No. 170 男子  100m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 6 埼  玉 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ イトマン埼玉 高2    56.03 大会新

競技No. 173 女子  100m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 東  京 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 東京ドーム 高2    56.04 大会新

競技No. 174 男子  100m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 6 東  京 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日大豊山 高3    50.60 高校新

大会新

競技No. 180 男子   50m 背泳ぎ 予選 ＣＳ                
 7/ 5 千  葉 内田　征平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 高3    26.38 大会新
 6/ 6 埼  玉 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ イトマン埼玉 高2    26.56 大会新

競技No. 196 男子  400m リレー 予選 ＣＳ                
 5/ 6 東  京 日大豊山 (佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 高3) 高校    52.58  3:32.10 大会新

競技No. 200 男子   50m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 6 埼  玉 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ イトマン埼玉 高2    25.88 高校新

大会新
 1/ 5 千  葉 内田　征平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 高3    26.23 大会新

競技No. 204 男子   50m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 千  葉 大崎　拓朗 ｵｵｻｷ ﾀｸﾛｳ ル・銚子 高2    29.03 大会新

競技No. 212 男子   50m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン鷲宮 中3    25.22 中学新
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競技No. 216 男子  400m リレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 6 東  京 日大豊山 (水口　佳明 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 高1) 高校    51.13  3:28.37 大会新
 1/ 4 埼  玉 イトマン埼玉 (古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高2) 高校    51.59  3:30.59 大会新
 1/ 7 東  京 東京ＳＣ (栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 高3)    53.13  3:31.69 大会新
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