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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.   3 女子  200m 個人メドレー 予選
 5/ 5 千  葉 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 市川学園 高1  2:13.32 大会新

競技No.   6 男子  200m 平泳ぎ 予選
 5/ 5 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志 高3  2:09.80 大会新

競技No.   8 女子  400m 自由形 決勝
 1/ 4 山  形 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 鶴岡工業 高1  4:12.42 大会新

競技No.   9 男子  400m 自由形 決勝
 1/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 作新学院 高3  3:48.61 大会新

競技No.  10 女子  200m 個人メドレー 決勝
 1/ 4 千  葉 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 市川学園 高1  2:12.00 高校新

大会新

競技No.  11 男子  200m 個人メドレー 決勝
 1/ 4 埼  玉 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 埼玉栄 高3  1:58.83 大会新

競技No.  12 女子  200m 平泳ぎ 決勝
 1/ 4 東  京 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 武蔵野 高1  2:25.04 大会ﾀｲ

競技No.  13 男子  200m 平泳ぎ 決勝
 1/ 4 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志 高3  2:07.84 高校新

大会新

競技No.  15 女子   50m 自由形 予選
 7/ 5 群  馬 内田　美希 ｳﾁﾀﾞﾐｷ 関東学園大附 高3    25.59 大会ﾀｲ

競技No.  22 男子  100m 背泳ぎ 予選
 6/ 5 愛  知 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 豊川 高3    55.45 大会新

競技No.  25 女子   50m 自由形 決勝
 1/ 4 群  馬 内田　美希 ｳﾁﾀﾞﾐｷ 関東学園大附 高3    25.37 大会新

競技No.  32 男子  100m 背泳ぎ 決勝
 1/ 4 愛  知 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 豊川 高3    54.64 大会新

競技No.  43 女子  100m 自由形 決勝
 1/ 3 群  馬 内田　美希 ｳﾁﾀﾞﾐｷ 関東学園大附 高3    55.46 大会新

競技No.  45 女子  200m 背泳ぎ 決勝
 1/ 4 東  京 神村万里恵 ｶﾐﾑﾗ ﾏﾘｴ 八王子 高3  2:09.52 大会新

競技No.  46 男子  200m 背泳ぎ 決勝
 1/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 作新学院 高3  1:55.81 高校新

大会新
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競技No.  56 男子  100m 平泳ぎ 予選
 5/ 5 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志 高3  1:01.02 大会新
 4/ 5 千  葉 山中　祥輝 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ 成田 高3  1:01.68 大会新

競技No.  60 男子  100m 平泳ぎ 決勝
 1/ 4 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志 高3    59.56 高校新

大会新

競技No.  61 女子  400m リレー 決勝
 1/ 4 神奈川 湘南工大附 (瀧口　真帆 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 高3) 高校    56.52  3:46.83 大会新
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