
第29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.   2 男子  200m 自由形 予選 11～12歳            
 7/ 5 石  川 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 能美ＳＣ 中1  1:59.26 大会新

競技No.  24 男子  200m 自由形 決勝 11～12歳            
 1/ 4 石  川 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 能美ＳＣ 中1  1:58.24 大会新

競技No.  36 男子  200m 個人メドレー 決勝 11～12歳            
 1/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小6  2:15.37 学童新

競技No.  42 男子  200m メドレーリレー 決勝 10歳以下            
 1/ 4 東  京 東京ＳＣ (野崎　雄汰 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀ 小5) 学童    34.93  2:14.68 大会新

競技No.  63 男子  200m リレー 予選 10歳以下            
 3/ 5 東  京 東京ＳＣ (和田　康永 ﾜﾀﾞ ﾔｽｴｲ 小5) 学童    30.57  2:00.74 大会新

競技No.  67 女子  400m 個人メドレー 決勝 13～14歳            
 1/ 4 神奈川 白井　礼子 ｼﾗｲ ﾚｲｺ イトマン多摩 中2  4:51.07 大会新

競技No.  68 男子  400m 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3  4:28.57 大会新

競技No.  72 男子  100m 自由形 決勝 11～12歳            
 1/ 4 石  川 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 能美ＳＣ 中1    54.41 大会新

競技No.  84 男子  200m リレー 決勝 10歳以下            
 1/ 4 東  京 東京ＳＣ (和田　康永 ﾜﾀﾞ ﾔｽｴｲ 小5) 学童    30.45  2:01.13 大会新

競技No.  86 男子  200m リレー 決勝 11～12歳            
 1/ 4 石  川 能美ＳＣ (小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 中1)    25.27 大会新  1:49.53

競技No.  92 男子  100m バタフライ 予選 13～14歳            
 6/ 5 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中3    56.52 大会新

競技No. 114 男子  200m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ イトマン 高2  1:59.73 大会新

競技No. 116 男子  100m バタフライ 決勝 13～14歳            
 1/ 4 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中3    55.53 大会新

競技No. 118 男子  100m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 東  京 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 高3    53.87 大会新

競技No. 124 男子  200m 自由形 決勝 13～14歳            
 1/ 2 茨  城 加藤　浩平 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 中2  1:55.49 大会新

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 (竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 高2) 高校  1:02.89  4:12.29 大会新
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競技No. 156 男子  400m 自由形 決勝 13～14歳            
 1/ 5 茨  城 加藤　浩平 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 中2  4:04.64 大会新

競技No. 157 女子  400m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 兵  庫 矢野友理江 ﾔﾉ ﾕﾘｴ KONAMI西日本 高3  4:13.11 大会新

競技No. 160 男子  200m バタフライ 決勝 13～14歳            
 1/ 4 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中3  2:01.78 大会新

競技No. 161 女子  200m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 山  梨 秋山　夏希 ｱｷﾔﾏ ﾅﾂｷ 甲府ＳＳ 中3  2:09.87 中学新

大会新

競技No. 164 男子  200m 平泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 4 鹿児島 山口　大貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 志布志ＤＣ 中3  2:18.16 大会新

競技No. 168 男子  100m 背泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 4 長  崎 中塚　健太 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ ＫＳＧ諫早 中3    57.95 大会新

競技No. 169 女子  100m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 3 福  岡 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ ＢＳＳ古賀 高1  1:01.82 大会新

競技No. 181 女子   50m 平泳ぎ 予選 13～14歳            
 6/ 5 静  岡 杉山沙侑南 ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾕﾅ とこはＳＳ 中2    33.22 大会新

競技No. 193 女子  400m リレー 予選 13～14歳            
 4/ 5 東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 (内野　怜菜 ｳﾁﾉ ﾚｲﾅ 中2) 中学    58.32  3:56.02 中学新

大会新

競技No. 198 男子   50m 背泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 4 長  崎 中塚　健太 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ ＫＳＧ諫早 中3    27.00 大会新

競技No. 199 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 高1    29.16 大会新

競技No. 200 男子   50m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 6 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン埼玉 高2    25.87 大会新

競技No. 201 女子   50m 平泳ぎ 決勝 13～14歳            
 1/ 5 神奈川 笹木　愛恵 ｻｻｷ ﾏﾅｴ ＮＥＣＧＳＭ 中2    33.12 大会新

競技No. 206 男子   50m 自由形 決勝 13～14歳            
 1/ 5 神奈川 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ ｲﾄﾏﾝﾚｵ岡崎 中3    24.12 大会新
 1/ 4 東  京 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 金町ＳＣ 中3    24.20 大会新
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競技No. 208 男子   50m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 千  葉 小林　拓矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ アーデル 高3    23.15 大会新
 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2    23.29 大会新

競技No. 210 男子   50m バタフライ 決勝 13～14歳            
 1/ 4 三  重 北村　　崚 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ JSSｻﾝﾊﾟｰｸ 中3    25.94 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 イトマン埼玉 高2    24.55 高校新

大会新
 1/ 5 東  京 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 高3    24.79 大会新

競技No. 213 女子  400m リレー 決勝 13～14歳            
 1/ 4 東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 (内野　怜菜 ｳﾁﾉ ﾚｲﾅ 中2) 中学    57.63  3:54.59 中学新

大会新
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