
第34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・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.  27 女子   50m 自由形 予選 ＣＳ                
 8/ 4 群  馬 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ スウィン館林 高2    25.04 大会新

競技No.  48 男子   50m バタフライ 決勝 11～12歳            
 1/ 5 北海道 斉藤　成龍 ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ KONAMI白石 小6    26.48 大会新

競技No.  65 女子   50m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 群  馬 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ スウィン館林 高2    24.58 日本新

高校新
大会新

競技No. 109 女子  100m 自由形 Ｂ決勝 ＣＳ                
 1/ 2 群  馬 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ スウィン館林 高2    54.35 大会新

競技No. 120 男子  100m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 6 神奈川 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 高3    51.70 高校新

大会新

競技No. 171 女子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 千  葉 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ ﾙﾈｻﾝｽ土気 高3  2:19.97 高校新

大会新

競技No. 185 女子  100m 平泳ぎ 決勝 11～12歳            
 1/ 4 東  京 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 東京ＳＣ 小6  1:08.75 学童新

大会新

競技No. 192 男子   50m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 神奈川 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 高3    23.97 高校新

大会新

競技No. 197 女子  400m リレー 決勝 13～14歳            
 1/ 4 大  阪 イ ト マ ン (大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 中2) 中学    56.92  3:48.54 中学新

大会新

競技No. 200 男子  400m リレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 1 東  京 マリン舎人 (中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 高3) 高校    48.08 高校新  3:23.23

大会新

競技No. 212 男子   50m 平泳ぎ 予選 10歳以下            
 7/ 4 埼  玉 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ スウィン東光 小4    34.53 大会新

競技No. 215 女子  200m メドレーリレー 予選 10歳以下            
 3/ 4 埼  玉 スウィン熊谷 (田島　里奈 ﾀｼﾞﾏ ﾘﾅ 小4) 学童    33.25  2:09.21 大会新

競技No. 217 女子  200m メドレーリレー 予選 11～12歳            
 4/ 4 東  京 東京ＳＣ (石井　真歩 ｲｼｲ ﾏｱﾕ 小6)    30.57  1:57.99 大会新
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競技No. 238 男子   50m 平泳ぎ 決勝 10歳以下            
 1/ 5 茨  城 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 守谷インター 小4    34.45 大会新

競技No. 240 男子   50m 平泳ぎ 決勝 11～12歳            
 1/ 4 東  京 則次　開斗 ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ ＪＳＳ八王子 小6    30.33 学童新

大会新

競技No. 241 女子  200m メドレーリレー 決勝 10歳以下            
 1/ 4 埼  玉 スウィン熊谷 (田島　里奈 ﾀｼﾞﾏ ﾘﾅ 小4) 学童    33.23  2:08.64 大会新

競技No. 242 男子  200m メドレーリレー 決勝 10歳以下            
 1/ 4 埼  玉 スウィン東光 (大杉　拓巳 ｵｵｽｷﾞ ﾀｸﾐ 小4) 学童    33.44  2:08.80 大会新

競技No. 243 女子  200m メドレーリレー 決勝 11～12歳            
 1/ 4 東  京 東京ＳＣ (石井　真歩 ｲｼｲ ﾏｱﾕ 小6)    30.33  1:57.16 大会新

競技No. 246 男子  400m メドレーリレー 決勝 13～14歳            
 1/ 4 大  阪 イ ト マ ン (石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 中1) 中学    58.26  3:51.22 大会新
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