
第28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     
【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.  38 男子  400m 自由形 決勝 13～14歳            
 1/ 5 群  馬 池田　　翔 ｲｹﾀﾞ ｶｹﾙ 群馬渋川ＳＳ 中2  3:55.39 大会新

競技No.  56 男子   50m 自由形 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    22.46 高校新

大会新

競技No.  64 男子   50m 背泳ぎ 予選 11～12歳            
14/ 4 京  都 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ イトマン京都 小6    27.15 大会新

競技No.  88 男子  200m 個人メドレー 決勝 13～14歳            
 1/ 4 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中2  2:03.38 大会新

競技No.  89 女子  200m 個人メドレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 埼  玉 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ イトマン大教 高3  2:12.94 大会新

競技No.  94 男子   50m 背泳ぎ 決勝 11～12歳            
 1/ 4 京  都 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ イトマン京都 小6    26.82 学童新

大会新

競技No. 114 男子   50m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 3 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン埼玉 高1    23.87 大会新

競技No. 124 男子  100m 背泳ぎ 予選 11～12歳            
 8/ 4 京  都 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ イトマン京都 小6    58.57 学童新

大会新

競技No. 138 男子  200m メドレーリレー 予選 11～12歳            
 3/ 2 京  都 イトマン京都 (大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 小6) 学童    27.07 大会新  2:04.88

競技No. 144 男子 1500m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 山  形 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 鶴岡ＳＣ 高2  7:57.01 高校新 15:03.71 大会新

競技No. 152 男子  100m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン埼玉 高1    52.01 高校新

大会新

競技No. 154 男子  100m 背泳ぎ 決勝 11～12歳            
 1/ 4 京  都 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ イトマン京都 小6    58.29 学童新

大会新

競技No. 163 女子   50m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 福  岡 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ ＢＳＳ古賀 中3    28.07 大会新

競技No. 194 男子  400m リレー 予選 ＣＳ                
11/ 4 埼  玉 イトマン埼玉 (大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高1) 高校    50.32  3:22.22 高校新

大会新
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競技No. 195 女子  200m バタフライ 決勝 13～14歳            
 1/ 4 山  梨 秋山　夏希 ｱｷﾔﾏ ﾅﾂｷ 甲府ＳＳ 中2  2:08.53 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2  1:59.96 大会新

競技No. 215 女子  400m リレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 イトマン (山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1)    55.35  3:46.33 大会新

競技No. 216 男子  400m リレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 埼  玉 イトマン埼玉 (古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高3) 高校    50.16  3:18.84 日本新

高校新
大会新
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