
第28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.   6 男子  100m 平泳ぎ 予選 11～12歳            
 8/ 5 愛  知 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ ＮＡＳ.ＳＭ 中1  1:07.54 大会新
 6/ 5 愛  知 後藤　涼佑 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ イトマン東海 中1  1:09.17 大会新

競技No.  28 男子  100m 平泳ぎ 決勝 11～12歳            
 1/ 5 愛  知 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ ＮＡＳ.ＳＭ 中1  1:07.03 大会新
 1/ 4 東  京 浅田裕太郎 ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 高井戸ＳＣ 中1  1:08.98 大会新
 1/ 6 愛  知 後藤　涼佑 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ イトマン東海 中1  1:09.01 大会新

競技No.  37 女子   50m バタフライ 決勝 10歳以下            
 1/ 4 岐  阜 米倉　　薫 ﾖﾈｸﾗ ｶｵﾙ コパン可児 小5    30.46 大会新
 1/ 5 群  馬 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ イトマン館林 小5    30.51 大会新
 1/ 6 千  葉 西　　彩乃 ﾆｼ ｱﾔﾉ ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 小5    30.75 大会新

競技No.  56 男子  100m バタフライ 予選 11～12歳            
 7/ 5 京  都 大本　遼平 ｵｵﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ イトマン京都 中1    59.74 大会新

競技No.  60 男子   50m 平泳ぎ 予選 11～12歳            
11/ 5 愛  知 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ ＮＡＳ.ＳＭ 中1    31.49 大会新

競技No.  62 女子  200m リレー 予選 10歳以下            
 3/ 5 群  馬 イトマン館林 (内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 小5) 学童    30.94  2:01.63 大会新

競技No.  67 女子  400m 個人メドレー 決勝 13～14歳            
 1/ 5 東  京 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ ＪＳＳ八王子 中2  4:52.62 大会新

競技No.  68 男子  400m 個人メドレー 決勝 13～14歳            
 1/ 5 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中2  4:30.43 大会新
 1/ 6 兵  庫 高田　寛幸 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ＮＩＳＰＯ 中2  4:30.60 大会新

競技No.  70 男子  400m 個人メドレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 群  馬 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 群馬ＳＳ 高3  4:23.42 大会新

競技No.  78 男子  100m バタフライ 決勝 11～12歳            
 1/ 5 京  都 大本　遼平 ｵｵﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ イトマン京都 中1    59.42 大会新
 1/ 6 新  潟 田野裕太郎 ﾀﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 新潟燕中 中1    59.82 大会新

競技No.  82 男子   50m 平泳ぎ 決勝 11～12歳            
 1/ 5 愛  知 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ ＮＡＳ.ＳＭ 中1    31.33 大会新

競技No.  83 女子  200m リレー 決勝 10歳以下            
 1/ 5 群  馬 イトマン館林 (内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 小5) 学童    31.10  2:01.13 大会新

競技No.  96 男子  200m 個人メドレー 予選 13～14歳            
 6/ 5 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中2  2:08.92 大会新
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競技No. 103 女子  100m 平泳ぎ 予選 13～14歳            
 6/ 5 千  葉 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 中3  1:10.97 大会新

競技No. 112 男子  200m 背泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 5 神奈川 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ イトマンレオ 中3  2:04.65 大会新

競技No. 119 女子  200m 個人メドレー 決勝 13～14歳            
 1/ 5 福  岡 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ ＢＳＳ古賀 中3  2:18.36 大会新

競技No. 120 男子  200m 個人メドレー 決勝 13～14歳            
 1/ 5 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中2  2:07.90 大会新

競技No. 127 女子  100m 平泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 5 千  葉 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 中3  1:10.29 大会新
 1/ 6 神奈川 佐藤つぐみ ｻﾄｳ ﾂｸﾞﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 中3  1:11.03 大会ﾀｲ

競技No. 129 女子  100m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 埼  玉 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ イトマン大教 高3  1:10.12 大会新

競技No. 130 男子  100m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 7 大  阪 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ イトマン 中3  1:04.47 中学新

競技No. 132 女子  400m メドレーリレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 大  阪 イトマン (山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1) 高校  1:03.40  4:14.25 大会新

競技No. 146 男子  100m 背泳ぎ 予選 13～14歳            
 3/ 5 神奈川 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ イトマンレオ 中3    58.73 大会新

競技No. 152 男子  100m 自由形 予選 ＣＳ                
 5/ 5 埼  玉 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ イトマン埼玉 高3    50.53 高校新

大会新

競技No. 159 女子  200m バタフライ 決勝 13～14歳            
 1/ 6 山  梨 秋山　夏希 ｱｷﾔﾏ ﾅﾂｷ 甲府ＳＳ 中2  2:13.35 大会新
 1/ 5 福  岡 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ ＢＳＳ古賀 中3  2:13.65 大会新

競技No. 163 女子  200m 平泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 5 東  京 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ ＪＳＳ八王子 中2  2:28.16 大会新

競技No. 167 女子  100m 背泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 5 福  岡 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ ＢＳＳ古賀 中3  1:02.49 中学新

大会新

競技No. 168 男子  100m 背泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 5 神奈川 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ イトマンレオ 中3    58.70 大会新
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競技No. 170 男子  100m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 埼  玉 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ イトマン埼玉 高3    55.55 大会新

競技No. 174 男子  100m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 埼  玉 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ イトマン埼玉 高3    50.56 高校新

大会新

競技No. 175 男子  400m メドレーリレー 決勝 13～14歳            
 1/ 5 埼  玉 イトマン大宮 (黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 中3) 中学  1:00.18  4:03.80 大会新

競技No. 184 男子   50m 平泳ぎ 予選 ＣＳ                
 7/ 8 大  阪 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ イトマン 中3    29.56 中学新

競技No. 192 男子   50m バタフライ 予選 ＣＳ                
 5/ 4 岐  阜 曽我　洋文 ｿｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 多治見西 高3    24.98 大会新

競技No. 197 女子   50m 背泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 5 福  岡 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ ＢＳＳ古賀 中3    29.30 中学新

大会新

競技No. 198 男子   50m 背泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 5 大  阪 氏林　倭人 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ ｲﾄﾏﾝアビコ 中3    27.32 大会新

競技No. 201 女子   50m 平泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 6 千  葉 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 中3    33.26 大会新

競技No. 204 男子   50m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 7 千  葉 大崎　拓朗 ｵｵｻｷ ﾀｸﾛｳ ﾙﾈｻﾝｽ銚子 高3    28.91 高校新

大会新
 1/ 6 大  阪 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ イトマン 中3    29.70 中学新

競技No. 212 男子   50m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 岐  阜 曽我　洋文 ｿｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 多治見西 高3    24.83 大会新

競技No. 216 男子  400m リレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 2 埼  玉 イトマン埼玉 (山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高3) 高校    51.67  3:27.06 大会新
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