
第６０回国民体育大会夏季大会水泳競技              
                                                  
岡山・児島地区公園水泳場                          

発生新記録一覧

組/水 氏　名 ﾖﾐｶﾞﾅ 所属名 学校 800m 記録

競技No.  26 男子  200m リレー 予選 混合                
 3/ 5 埼    玉 (古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高3)    23.28 高校新  1:35.94

競技No.  32 男子   50m 背泳ぎ 決勝 30歳以上            
 1/ 5 小嶺　英司 ｺﾐﾈ ｴｲｼﾞ 広    島    26.75 大会新

競技No.  33 男子  100m 自由形 決勝 少年Ｂ              
 1/ 5 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 埼    玉 高1    51.27 大会新

競技No.  34 男子  100m 自由形 決勝 少年Ａ              
 1/ 6 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 埼    玉 高3    50.62 大会新

競技No.  35 男子   50m 自由形 決勝 30歳以上            
 1/ 5 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 静    岡    23.61 大会新

競技No.  41 男子  400m 個人メドレー 決勝 少年Ａ              
 1/ 5 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 群    馬 高3  4:21.86 大会新

競技No.  47 女子  400m メドレーリレー 予選 成年                
 2/ 1 東    京 (中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ )  1:01.74  4:10.30 大会新

競技No.  55 男子  400m メドレーリレー 決勝 少年Ｂ              
 1/ 8 神 奈 川 (伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 中3)    58.15  3:51.71 大会新
 1/ 6 東    京 (押田　修平 ｵｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 中3)    59.37  3:52.84 大会新

競技No.  57 男子  200m メドレーリレー 決勝 30歳以上            
 1/ 6 神 奈 川 (矢部　　毅 ﾔﾍﾞ ﾂﾖｼ )    28.24  1:45.79 大会新

競技No.  61 男子  200m リレー 決勝 混合                
 1/ 9 埼    玉 (山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高3)    23.06 高校新  1:33.98

競技No.  73 男子  100m 自由形 予選 成年                
 6/ 5 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 兵    庫    50.43 大会新
 5/ 5 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 東    京 大1    50.72 大会新
 5/ 3 小島　貴光 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾂ 愛    知    50.75 大会新

競技No.  80 女子  100m 平泳ぎ 予選 成年                
 3/ 5 三輪　芳美 ﾐﾜ ﾖｼﾐ 岐    阜 大3  1:09.95 大会新

競技No.  81 男子  100m 平泳ぎ 予選 成年                
 4/ 5 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 東    京  1:01.51 大会新

競技No.  84 女子  400m メドレーリレー 決勝 成年                
 1/ 5 東    京 (中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ )  1:01.78  4:09.80 大会新
 1/ 6 千    葉 (村川亜里沙 ﾑﾗｶﾜ ｱﾘｻ 大3) 大学  1:03.00  4:10.80 大会新
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競技No.  85 男子  400m メドレーリレー 決勝 成年                
 1/ 6 東    京 (中野　　高 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 大3)    55.37  3:40.10 大会新
 1/ 4 愛    知 (竹内　晴紀 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ )    57.28  3:42.89 大会新
 1/ 5 神 奈 川 (鈴木　孝政 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 大1)    57.45  3:43.02 大会新
 1/ 7 兵    庫 (青木　英明 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｱｷ 大2)    57.33  3:43.82 大会新

競技No.  94 男子  100m 背泳ぎ 決勝 成年                
 1/ 1 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 宮    城 大3    54.20 日本新

大会新

競技No.  98 男子  100m 自由形 決勝 成年                
 1/ 6 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 東    京 大1    50.44 大会新
 1/ 5 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 兵    庫    50.62 大会新

競技No. 101 女子  100m 平泳ぎ 決勝 成年                
 1/ 5 三輪　芳美 ﾐﾜ ﾖｼﾐ 岐    阜 大3  1:09.87 大会新

競技No. 102 男子  100m 平泳ぎ 決勝 成年                
 1/ 5 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 東    京  1:01.17 大会新

競技No. 103 女子  200m リレー 決勝 少年Ｂ              
 1/ 3 神 奈 川 (大島　　愛 ｵｵｼﾏ ｱｲ 中3) 中学    27.83  1:48.88 中学ﾀｲ

競技No. 105 女子  200m リレー 決勝 成年                
 1/ 6 千    葉 (水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 大1)    26.62  1:45.73 大会新
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