
第３８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.  18 男子   50m バタフライ 予選 １１～１２歳        
 6/ 4 千  葉 永藤　修一 ﾅｶﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ ﾙﾈｻﾝｽ八日市 中1    26.66 大会新

競技No.  53 女子   50m 平泳ぎ 予選 １０歳以下          
 5/ 5 埼  玉 藤縄　優花 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ コナミ北浦和 小5    34.96 大会新

競技No.  54 男子   50m 平泳ぎ 予選 １０歳以下          
 5/ 4 千  葉 名取　優輝 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ ＢＩＧ木更津 小5    34.63 大会新

競技No.  80 男子  200m メドレーリレー 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 東  京 東京ＳＣ (北澤　結海 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 小4) 学童    32.91  2:11.72 大会新

競技No.  85 女子  400m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 大  阪 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ イ ト マ ン 中3  4:46.11 大会新

競技No.  86 男子  400m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 埼  玉 本庄　智貴 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ ＪＳＳ毛呂山 高2  4:21.24 大会新

競技No. 105 女子  200m 自由形 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 埼  玉 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ スウィン大教 高1  2:01.32 大会新

競技No. 121 女子  200m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 兵  庫 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ ＪＳＳ宝塚  高1  2:12.44 大会新

競技No. 128 男子  200m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 愛  知 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 豊川高      高2  1:58.80 大会新

競技No. 139 女子  100m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 栃  木 深澤　　舞 ﾌｶｻﾜ ﾏｲ 黒磯インター 高2  1:08.69 大会新

競技No. 166 男子  200m 平泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 3/ 1 東  京 塚田　大輝 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 日大豊山    高2  2:14.47 大会新

競技No. 181 女子  200m 個人メドレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ イ ト マ ン 高3  2:12.43 大会新

競技No. 185 女子  400m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 埼  玉 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ スウィン大教 高1  4:13.31 大会新

競技No. 186 男子  400m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 東  京 吉田　惇哉 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾔ 日大豊山    高2  3:54.41 大会新

競技No. 191 女子  200m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 愛  知 松原空彩虹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾖｶ 豊川高      高2  2:28.20 大会新

競技No. 195 男子  400m フリーリレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 神奈川 NECGSC溝の口 (森　　祐樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 中3) 中学    54.86  3:37.33 大会新
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競技No. 223 女子  100m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 東  京 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 東京ドーム  高1    58.66 大会新

競技No. 227 女子  100m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 兵  庫 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ ＪＳＳ宝塚  高1  1:02.33 大会ﾀｲ

競技No. 233 女子   50m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸   高1    26.15 大会新
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