
第36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・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.  25 女子  400m 自由形 予選 １５～１６歳        
 4/ 2 東  京 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋 高1  4:10.70 大会新
 3/ 5 愛  知 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 豊川高 高1  4:10.82 大会新
 2/ 3 京  都 山田　麻矢 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾔ コナミ向日町 高1  4:13.43 大会新

競技No.  26 男子  400m 自由形 予選 １５～１６歳        
 6/ 4 東  京 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 三菱養和ＳＳ 高1  3:48.35 大会新
 5/ 4 埼  玉 小島　稔生 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ スウィン大教 高1  3:51.02 大会新
 4/ 4 神奈川 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ ATSC.YW 高1  3:51.22 大会新

競技No.  30 男子  200m 自由形 決勝 １１～１２歳        
 1/ 5 埼  玉 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｽｳｨﾝ東松山 小6  1:54.93 学童新

大会新

競技No.  31 女子  100m 背泳ぎ 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  1:00.38 学童新

大会新

競技No.  43 女子   50m バタフライ 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 東  京 内藤　万愛 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ府中 小4    29.38 大会新

競技No.  51 女子  400m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 埼  玉 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ スウィン大教 中2  4:09.41 大会新

競技No.  53 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  4:08.24 大会新

競技No.  54 男子  400m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 三菱養和ＳＳ 高1  3:45.45 大会新

競技No.  61 女子   50m 背泳ぎ 予選 １１～１２歳        
 7/ 4 埼  玉 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ アテナＡＭＣ 小6    27.91 学童新

大会新

競技No.  68 男子   50m 平泳ぎ 予選 １１～１２歳        
 9/ 4 神奈川 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ NECGSC溝の口 小6    30.27 学童新

大会新

競技No.  69 女子  200m メドレーリレー 予選 １０歳以下          
 3/ 4 大  阪 大阪水泳学校 (城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 小4) 学童    31.02 大会新  2:14.51

競技No.  75 女子  400m 個人メドレー 予選 １５～１６歳        
 2/ 4 大  阪 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ イ ト マ ン 高1  4:38.09 大会新
 1/ 3 東  京 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋 高1  4:40.89 大会新
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競技No.  76 男子  400m 個人メドレー 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 愛  知 田崎　竜成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ 豊川高 高1  4:15.37 大会新
 2/ 5 愛  知 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 豊川高 高1  4:15.92 大会新

競技No.  83 女子   50m 背泳ぎ 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    27.77 学童新

大会新

競技No.  88 男子   50m 平泳ぎ 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 愛  知 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 豊橋ＳＳ 小4    34.37 大会新

競技No.  89 女子   50m 平泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 5 神奈川 丸山　果夏 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ ニスポ元住吉 中1    32.05 大会新

競技No.  90 男子   50m 平泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 神奈川 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ NECGSC溝の口 小6    29.96 学童新

大会新

競技No.  91 女子  200m メドレーリレー 決勝 １０歳以下          
 1/ 6 大  阪 大阪水泳学校 (城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 小4) 学童    30.94 大会新  2:13.88

競技No.  95 女子  400m 個人メドレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 5 東  京 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 東京ドーム 中2  4:34.43 大会新

競技No.  97 女子  400m 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  4:33.44 大会新

競技No.  98 男子  400m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 神奈川 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ ヨコハマＳＣ 中3  4:11.84 大会新

競技No. 105 女子  200m 自由形 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 埼  玉 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ スウィン大教 高1  1:59.39 大会新
 1/ 4 愛  知 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 豊川高 高1  1:59.73 大会新

競技No. 106 男子  200m 自由形 予選 １５～１６歳        
 7/ 4 東  京 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 三菱養和ＳＳ 高1  1:47.83 大会新
 5/ 4 神奈川 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ ｲﾄﾏﾝ新百合丘 高1  1:48.46 大会新

競技No. 111 女子  200m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 2/ 4 栃  木 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ ｽｳｨﾝ宇都宮 高1  2:09.30 大会新

競技No. 112 男子  200m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 2/ 5 埼  玉 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ スウィン大宮 高1  1:57.73 大会新

競技No. 117 女子  200m バタフライ 予選 １５～１６歳        
 2/ 4 新  潟 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ アクシー東 高1  2:08.70 大会新
 1/ 5 東  京 奈良　梨花 ﾅﾗ ﾘｶ 田柄ＳＣ 中3  2:10.36 大会新
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競技No. 118 男子  200m バタフライ 予選 １５～１６歳        
 4/ 4 福  島 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 福島ＳＳ 高1  1:56.84 大会新

競技No. 121 女子  200m 平泳ぎ 予選 １３～１４歳        
 7/ 4 岐  阜 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 本巣ＳＳ 中1  2:20.21 大会新

競技No. 123 女子  200m 平泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 4/ 6 埼  玉 千田舞奈美 ﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ スウィン鷲宮 中3  2:24.71 大会新

競技No. 124 男子  200m 平泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 3/ 6 神奈川 永島　　諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 中3  2:11.20 大会新

競技No. 127 女子   50m 自由形 予選 １３～１４歳        
 8/ 4 東  京 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中1    25.26 大会新

競技No. 129 女子   50m 自由形 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 埼  玉 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ スウィン大教 高1    25.81 大会新

競技No. 130 男子   50m 自由形 予選 １５～１６歳        
 4/ 5 岩  手 向中野元気 ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ 盛岡ＳＳ 高1    23.01 大会新

競技No. 135 女子   50m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 5/ 4 東  京 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 高1    28.10 大会新
 4/ 5 神奈川 竹内　澪乃 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ トピーアヤセ 中3    28.28 大会新
 3/ 7 愛  知 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 豊川高 高1    28.56 大会新

競技No. 136 男子   50m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 5/ 4 埼  玉 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ スウィン大宮 高1    24.74 大会新

競技No. 139 女子   50m バタフライ 予選 １３～１４歳        
 7/ 4 東  京 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中1    26.51 大会新

競技No. 141 女子   50m バタフライ 予選 １５～１６歳        
 1/ 4 群  馬 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ スウィン館林 高1    27.46 大会新

競技No. 142 男子   50m バタフライ 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 東  京 池江　毅隼 ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ 日大豊山 高1    24.15 大会新

競技No. 147 女子   50m 平泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 岡  山 平松　夏奈 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅ 就実高 高1    31.36 大会新
 1/ 4 栃  木 岸　　愛弓 ｷｼ ｱﾕﾐ ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ 高1    31.64 大会新

競技No. 148 男子   50m 平泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 3/ 2 長  野 塩入　龍斗 ｼｵｲﾘ ﾘｭｳﾄ ＳＡＭ中央 中3    28.19 大会新
 5/ 4 埼  玉 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｽｳｨﾝ春日部 高1    28.19 大会ﾀｲ
 1/ 5 東  京 加藤　弘之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 成増ロンド 高1    28.65 大会新
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競技No. 160 男子  200m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 埼  玉 田中　航希 ﾀﾅｶ ｺｳｷ ｽｳｨﾝ南越谷 中2  1:48.07 大会新

競技No. 161 女子  200m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 埼  玉 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ スウィン大教 高1  1:57.78 大会新

競技No. 162 男子  200m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 三菱養和ＳＳ 高1  1:45.98 大会新

競技No. 163 女子  200m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 神奈川 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 日大藤沢 高3  1:56.99 大会新

競技No. 167 女子  200m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 栃  木 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ ｽｳｨﾝ宇都宮 高1  2:08.40 大会新

競技No. 168 男子  200m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 埼  玉 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ スウィン大宮 高1  1:57.04 大会新

競技No. 171 女子  200m 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  2:05.45 中学新

大会新

競技No. 172 男子  200m バタフライ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 三  重 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大紀ＳＣ 中2  1:57.29 大会新

競技No. 173 女子  200m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 新  潟 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ アクシー東 高1  2:07.23 大会新

競技No. 177 女子  200m 平泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 岐  阜 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 本巣ＳＳ 中1  2:19.64 大会新

競技No. 179 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  2:24.38 大会新

競技No. 180 男子  200m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 東  京 塚田　大輝 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ かしまＡＺ 中3  2:10.55 大会新

競技No. 182 男子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 3 大  分 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 佐伯鶴城高校 高2  2:06.01 大会新

競技No. 183 女子   50m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 東  京 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中1    24.99 中学新

大会新

競技No. 185 女子   50m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 大  阪 石井　綺音 ｲｼｲ ｱﾔﾈ イ ト マ ン 中3    25.62 大会新
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競技No. 186 男子   50m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 東  京 ﾑｸﾀｰﾙｱﾘ ﾑｸﾀｰﾙ ｱﾘ 太陽教育ＳＣ 高1    22.75 大会新

競技No. 191 女子   50m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 高1    27.80 大会新

競技No. 197 女子   50m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 群  馬 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ スウィン館林 高1    27.17 大会新

競技No. 198 男子   50m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 池江　毅隼 ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ 日大豊山 高1    24.07 大会新

競技No. 201 女子   50m 平泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 千  葉 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ ウスイＳＣ 中2    31.51 大会新

競技No. 204 男子   50m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 埼  玉 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｽｳｨﾝ春日部 高1    27.72 大会新

競技No. 207 女子  400m リレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 8 東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 (池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 中1) 中学    54.71 中学ﾀｲ  3:55.73

大会ﾀｲ

競技No. 213 女子  200m 個人メドレー 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 埼  玉 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ スウィン大教 高1  2:12.52 大会新
 2/ 4 大  阪 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ イ ト マ ン 高1  2:13.60 大会新
 1/ 4 山  口 芦村　優奈 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ ＫＳＧ岩国 高2  2:14.24 大会新

競技No. 214 男子  200m 個人メドレー 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 広  島 林　　寛人 ﾊﾔｼ ｶﾝﾄ ＫＳＧミドリ 高2  1:59.75 大会新

競技No. 219 女子  100m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 5/ 4 東  京 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 高1    59.99 大会新

競技No. 220 男子  100m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 4/ 4 埼  玉 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ スウィン大宮 高1    53.64 大会新

競技No. 225 女子  100m 平泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 岡  山 平松　夏奈 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅ 就実高 高1  1:08.30 大会新
 2/ 4 宮  城 赤石　咲乃 ｱｶｲｼ ｻｷﾉ ピュア大和 中3  1:08.63 大会新

競技No. 226 男子  100m 平泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 3/ 5 東  京 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京ＳＣ 中3  1:00.81 大会新

競技No. 228 男子  100m 平泳ぎ 予選 ＣＳ                
 5/ 4 福  岡 後藤　滉平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ ＢＳ太宰府 高3    59.13 大会新
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競技No. 231 女子  100m バタフライ 予選 １５～１６歳        
 2/ 5 新  潟 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ アクシー東 高1  1:00.13 大会新
 1/ 4 宮  城 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ アシスト 高1  1:00.45 大会新

競技No. 232 男子  100m バタフライ 予選 １５～１６歳        
 4/ 4 福  島 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 福島ＳＳ 高1    53.68 大会新
 3/ 4 東  京 池江　毅隼 ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ 日大豊山 高1    53.74 大会新
 2/ 6 埼  玉 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ スウィン大宮 中3    54.19 大会新

競技No. 237 女子  100m 自由形 予選 １５～１６歳        
 6/ 4 埼  玉 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ スウィン大教 高1    55.46 大会新
 4/ 6 埼  玉 江森　　優 ｴﾓﾘ ﾕｳ スウィン埼玉 中3    56.13 大会新

競技No. 245 女子  200m 個人メドレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 5 東  京 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 東京ドーム 中2  2:10.49 大会新

競技No. 247 女子  200m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 大  阪 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ イ ト マ ン 高1  2:09.71 大会新

競技No. 248 男子  200m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 神奈川 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ ヨコハマＳＣ 中3  1:57.25 大会新

競技No. 253 女子  100m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 高1    59.40 大会新

競技No. 254 男子  100m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 埼  玉 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ スウィン大宮 高1    53.37 大会新

競技No. 259 女子  100m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 6 栃  木 深澤　　舞 ﾌｶｻﾜ ﾏｲ 黒磯インター 中3  1:07.92 大会新

競技No. 260 男子  100m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 埼  玉 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｽｳｨﾝ春日部 高1  1:00.50 大会新

競技No. 263 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    58.22 大会新

競技No. 265 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 アクシー東 高1    58.96 大会新

競技No. 266 男子  100m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 東  京 池江　毅隼 ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ 日大豊山 高1    53.08 大会新

競技No. 269 女子  100m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 東  京 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中1    54.40 中学新

大会新
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競技No. 271 女子  100m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 埼  玉 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ スウィン大教 高1    55.01 大会新

競技No. 272 男子  100m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 三菱養和ＳＳ 高1    49.22 大会新

競技No. 274 男子  100m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ イ ト マ ン 高3    47.95 高校新

大会新
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