
第36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.  20 男子  200m リレー 予選 １０歳以下          
 3/ 4 群  馬 スウィン太田 (渡部　瑞樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 小5) 学童    29.32  1:59.41 大会新

競技No.  23 女子  200m 自由形 決勝 １１～１２歳        
 1/ 6 東  京 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 東京ＳＣ 中1  2:04.51 大会新

競技No.  25 女子  100m 背泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 5 埼  玉 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ アテナＡＭＣ 小6  1:03.92 学童新

競技No.  33 女子  200m 個人メドレー 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 埼  玉 平原ここの ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾉ ｽｳｨﾝ南越谷 小5  2:26.27 大会新

競技No.  35 女子  200m 個人メドレー 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 埼  玉 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ アテナＡＭＣ 小6  2:18.68 大会新

競技No.  42 男子  200m リレー 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 群  馬 スウィン太田 (渡部　瑞樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 小5) 学童    29.20  1:58.28 大会新

競技No.  54 男子   50m 平泳ぎ 予選 １０歳以下          
 7/ 4 兵  庫 豊山　敦星 ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ イトマン神戸 小5    35.08 大会新

競技No.  63 女子  400m 個人メドレー 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 東  京 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 高1  4:47.29 大会新
 2/ 7 熊  本 神﨑　百恵 ｺｳｻﾞｷ ﾓﾓｴ マリーン鹿本 中3  4:48.94 大会新
 1/ 3 愛  知 山田　千尋 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 豊川高 高2  4:49.77 大会新

競技No.  64 男子  400m 個人メドレー 予選 １５～１６歳        
 2/ 2 神奈川 平岩　賢人 ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ ATSC.YW 高2  4:26.00 大会新

競技No.  71 女子   50m 背泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 6 埼  玉 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ アテナＡＭＣ 小6    29.95 学童新

競技No.  85 女子  400m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 高1  4:46.82 大会新

競技No.  86 男子  400m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 2 福  岡 鵜池　海大 ｳｲｹ ｶｲﾀ ＢＳ長住 高2  4:24.06 大会新

競技No.  93 女子  200m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 山  形 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 鶴岡ＳＣ 高2  2:14.40 大会新
 2/ 4 栃  木 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ ｽｳｨﾝ宇都宮 高1  2:15.23 大会新

競技No.  99 女子  200m バタフライ 予選 １５～１６歳        
 1/ 3 東  京 奈良　梨花 ﾅﾗ ﾘｶ 田柄ＳＣ 中3  2:13.09 大会新
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競技No. 105 女子  200m 自由形 予選 １５～１６歳        
 2/ 4 京  都 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 京都外大西高 高2  2:01.99 大会新
 1/ 4 大  阪 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ イ ト マ ン 中3  2:03.39 大会新

競技No. 111 女子  100m 平泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 4/ 4 群  馬 大和田明日楓 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ ｽｳｨﾝ伊勢崎 高1  1:09.95 大会新
 2/ 4 神奈川 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 神奈中ＳＳ 高1  1:10.67 大会新

競技No. 112 男子  100m 平泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 2/ 4 岡  山 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 関西高 高2  1:02.97 大会新

競技No. 121 女子  200m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 山  形 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 鶴岡ＳＣ 高2  2:12.96 大会新

競技No. 122 男子  200m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 大  阪 津村　航平 ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ イ ト マ ン 高2  2:01.44 大会新

競技No. 127 女子  200m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 新  潟 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 長岡大手 高1  2:10.38 大会新

競技No. 128 男子  200m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 6 神奈川 居相　良介 ｲｱｲ ﾘｮｳｽｹ 横浜サクラ 中3  2:00.35 大会新

競技No. 133 女子  200m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 大  阪 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ イ ト マ ン 中3  2:01.39 大会新

競技No. 134 男子  200m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 千  葉 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 高2  1:51.65 大会新

競技No. 140 男子  100m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 岡  山 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 関西高 高2  1:02.50 大会新

競技No. 153 女子  200m 個人メドレー 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 大  阪 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ イ ト マ ン 高1  2:15.70 大会新
 2/ 4 東  京 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 高1  2:18.42 大会新

競技No. 154 男子  200m 個人メドレー 予選 １５～１６歳        
 5/ 2 埼  玉 滝本　将大 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ スウィン大教 高2  2:06.12 大会新

競技No. 159 女子  400m 自由形 予選 １５～１６歳        
 2/ 4 東  京 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋 高1  4:18.26 大会新

競技No. 171 女子  100m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 千  葉 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ ﾙﾈｻﾝｽ幕張 中2    56.64 大会新

競技No. 173 女子  100m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 京  都 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 京都外大西高 高2    56.59 大会新
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競技No. 179 女子  200m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 大  阪 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ イ ト マ ン 高1  2:15.01 大会新

競技No. 180 男子  200m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 福  島 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 福島ＳＳ 高1  2:05.48 大会新

競技No. 185 女子  400m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋 高1  4:15.53 大会新

競技No. 186 男子  400m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 山  口 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ ＫＲＲ・ＡＣ 中3  3:56.69 大会新

競技No. 191 女子  200m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 埼  玉 千田舞奈美 ﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ スウィン鷲宮 中3  2:30.03 大会新

競技No. 192 男子  200m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 岡  山 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 関西高 高2  2:14.48 大会新

競技No. 199 女子  100m バタフライ 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 新  潟 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 長岡大手 高1  1:00.64 大会新

競技No. 200 男子  100m バタフライ 予選 １５～１６歳        
 3/ 6 千  葉 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ アーデル 高2    55.16 大会新

競技No. 205 女子  100m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 栃  木 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ ｽｳｨﾝ宇都宮 高1  1:03.01 大会新

競技No. 206 男子  100m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 4/ 2 東  京 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 太陽教育ＳＣ 高2    56.85 大会新

競技No. 211 女子   50m 自由形 予選 １５～１６歳        
 2/ 8 山  形 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 日大山形高校 高2    26.41 大会新

競技No. 212 男子   50m 自由形 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 千  葉 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 高2    23.81 大会新

競技No. 219 女子  100m バタフライ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 東  京 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 東京ドーム 中2    59.71 大会新

競技No. 221 女子  100m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 新  潟 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 長岡大手 高1    59.50 大会新

競技No. 222 男子  100m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 福  島 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ SW大教いわき 高1    54.86 大会新

競技No. 227 女子  100m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 山  形 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 鶴岡ＳＣ 高2  1:02.49 大会新
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競技No. 228 男子  100m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 太陽教育ＳＣ 高2    56.24 大会新

競技No. 233 女子   50m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 山  口 藤津加奈子 ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ ＫＳＧ下関 高2    26.34 大会新

競技No. 234 男子   50m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 千  葉 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 高2    23.52 大会新

競技No. 238 男子  400m メドレーリレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 東  京 東京ＳＣ (倉持　　匠 ｸﾗﾓﾁ ﾀｸﾐ 中2) 中学  1:01.34  3:58.13 大会新
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