
第27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・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.  18 男子   50m 平泳ぎ 予選 １３～１４歳        
 7/ 5 愛  知 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ Ｖトピア一宮 中2    29.28 大会新

競技No.  22 男子  200m 個人メドレー 予選 １０歳以下          
18/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小4  2:20.03 大会新

競技No.  28 男子   50m 自由形 予選 ＣＳ                
10/ 4 福  岡 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ スエミツＳＳ 高3    22.61 高校新

大会新

競技No.  34 男子  200m 背泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 神奈川 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ イトマンレオ 中2  2:00.55 大会新

競技No.  35 女子  200m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 群　馬 福田　智代 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ 群馬藤岡ＳＳ 中3  2:09.05 中学新
 1/ 6 大  阪 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ イトマン 中3  2:09.13 中学新

競技No.  36 男子  200m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 2 大  阪 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ イトマン 中3  1:58.86 中学新

競技No.  46 男子   50m 平泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 愛  知 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ Ｖトピア一宮 中2    29.56 大会新

競技No.  50 男子  200m 個人メドレー 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小4  2:20.54 大会新

競技No.  56 男子   50m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 2 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン鷲宮 中3    23.16 中学新

競技No.  84 男子   50m バタフライ 予選 ＣＳ                
13/ 4 東  京 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 日大豊山高校 高2    24.40 大会新

競技No. 100 男子  100m バタフライ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 岐　阜 安江　雄輔 ﾔｽｴ ﾕｳｽｹ ヒーローＳＳ 小6    58.47 学童新

大会新
 1/ 5 神奈川 酒井　悠生 ｻｶｲ ﾕｳｷ アクラブ藤沢 小6    58.74 学童新

大会新

競技No. 102 男子  100m 背泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 神奈川 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ イトマンレオ 中2    55.92 大会新

競技No. 109 女子  200m 自由形 決勝 １１～１２歳        
 1/ 3 埼  玉 内野　怜菜 ｳﾁﾉ ﾚｲﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ川越 小6  2:03.41 学童新

大会新
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競技No. 114 男子   50m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 東  京 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 日大豊山高校 高2    24.07 大会新
 1/ 5 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン鷲宮 中3    24.32 中学新

大会新

競技No. 148 男子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ イトマン 高3  2:09.58 大会新

競技No. 152 男子  100m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 2 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン鷲宮 中3    53.63 中学新

競技No. 154 男子  100m 背泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 石  川 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ＪＳＳ粟崎 小6    59.03 学童新

大会新

競技No. 174 男子  200m バタフライ 予選 １３～１４歳        
 7/ 4 兵  庫 高田　寛幸 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ＮＩＳＰＯ 中1  2:01.81 大会新

競技No. 183 女子   50m 平泳ぎ 予選 １０歳以下          
20/ 4 神奈川 櫨木　憂香 ﾊｾﾞｷ ﾕｳｶ トピーアヤセ 小4    35.35 大会新

競技No. 187 女子  200m リレー 予選 １０歳以下          
 4/ 4 埼  玉 イ大教大宮東 (藤本　麻雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 小4) 学童    28.91  1:58.04 大会新

競技No. 196 男子  200m バタフライ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 兵  庫 高田　寛幸 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ＮＩＳＰＯ 中1  2:00.24 大会新
 1/ 3 東  京 佐野　公英 ｻﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ ｲﾄﾏﾝ東伏見 中2  2:01.49 大会新

競技No. 199 女子  200m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 京  都 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ イトマン京都 中2  2:00.38 大会新

競技No. 205 女子   50m 平泳ぎ 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 神奈川 櫨木　憂香 ﾊｾﾞｷ ﾕｳｶ トピーアヤセ 小4    35.31 大会新

競技No. 209 女子  200m リレー 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 埼  玉 イ大教大宮東 (藤本　麻雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 小4) 学童    29.36  1:58.15 大会新

競技No. 216 男子  400m リレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 東  京 東京ＳＣ (栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 高3)    51.54  3:23.69 大会新
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