
第35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     
                                                  
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  100m 平泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 5 岐  阜 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 本巣ＳＳ 小6  1:10.81 学童新

大会新

競技No.  39 女子   50m バタフライ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 5 東  京 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 東京ドーム 中1    28.07 大会新

競技No.  54 男子   50m 平泳ぎ 予選 １０歳以下          
 6/ 5 茨  城 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 守谷インター 小5    35.13 大会新

競技No.  71 女子  100m バタフライ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 3 東  京 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 東京ドーム 中1  1:01.17 大会新

競技No.  74 男子   50m 平泳ぎ 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 茨  城 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 守谷インター 小5    35.12 大会新

競技No.  76 男子   50m 平泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 愛  知 小野　　兼 ｵﾉ ｹﾝ ＢＯＸ豊川 中1    31.04 大会新

競技No.  84 男子  400m 個人メドレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 高3  4:12.07 大会新

競技No. 114 男子  200m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 高3  1:55.74 高校新

大会新

競技No. 119 女子  200m 個人メドレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 千  葉 萩原　菜奈 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅﾅ ﾙﾈｻﾝｽ幕張 中3  2:15.19 大会新

競技No. 124 男子  200m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 大  阪 和田　大誠 ﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ イ ト マ ン 中3  1:53.32 大会新

競技No. 131 女子  400m リレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 大  阪 イ ト マ ン (石井　綺音 ｲｼｲ ｱﾔﾈ 中2) 中学    58.94  3:53.98 大会新

競技No. 151 女子  200m 平泳ぎ 予選 ＣＳ                
 5/ 3 岐  阜 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 本巣ＳＳ 小6  2:30.91 学童新

競技No. 152 男子  200m 平泳ぎ 予選 ＣＳ                
 9/ 6 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志ＤＣ 高3  2:10.90 大会新

競技No. 159 女子  200m バタフライ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 5 新  潟 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ アクシー東 中3  2:11.03 大会新

競技No. 166 男子  100m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 高3    53.82 高校新

大会新
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競技No. 170 男子  100m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 千  葉 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 高3    49.49 高校新

大会新

競技No. 173 女子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 2 岐  阜 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 本巣ＳＳ 小6  2:30.34 学童新

競技No. 174 男子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志ＤＣ 高3  2:07.57 高校新

大会新

競技No. 184 男子   50m 平泳ぎ 予選 ＣＳ                
 5/ 5 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志ＤＣ 高3    28.00 高校新

大会新

競技No. 204 男子   50m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志ＤＣ 高3    27.69 高校新

大会新

競技No. 211 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3    25.67 大会新

競技No. 214 男子  400m メドレーリレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 5 大  阪 イ ト マ ン (石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 中2) 中学    58.76  3:58.92 大会新
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