
第39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     
競泳競技                                          
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.  24 男子  200m 自由形 決勝 １１～１２歳        
 1/ 3 愛  知 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 豊橋ＳＳ    中1  1:56.73 大会新

競技No.  40 男子   50m バタフライ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 3 埼  玉 丹保　　陸 ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ ｽｳｨﾝ南越谷  中1    26.56 大会新

競技No.  72 男子   50m 背泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 3 茨  城 忍田　　尊 ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ ｲﾄﾏﾝ古河    中1    28.32 大会新

競技No.  73 女子  100m バタフライ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 3 神奈川 中田圭帆子 ﾅｶﾀﾞ ｶﾎｺ イトマン横浜 小6  1:02.40 学童新

競技No.  74 男子  100m バタフライ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 埼  玉 丹保　　陸 ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ ｽｳｨﾝ南越谷  中1    58.19 大会新

競技No.  85 女子  400m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 埼  玉 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ ｽｳｨﾝ大宮西  高2  4:44.46 大会新

競技No. 129 女子  200m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 3 東  京 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 東京ドーム  高2  2:08.08 大会新

競技No. 134 男子  200m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 京  都 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 京都外大西高/コナミ伏見  高2  1:50.91 大会新

競技No. 173 女子  100m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸   高1    54.79 大会新

競技No. 174 男子  100m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 新  潟 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ ダッシュ新津 高1    50.93 大会新

競技No. 179 女子  200m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 2 埼  玉 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ ｽｳｨﾝ大宮西  高2  2:14.72 大会新

競技No. 186 男子  400m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 北海道 中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ コナミ白石  高2  3:54.00 大会新

競技No. 192 男子  200m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 福  岡 平河　　楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ太宰 高1  2:14.30 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 ATSC.YW (北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3) 中学    52.74  3:37.16 大会新

競技No. 205 女子  100m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 2/ 7 埼  玉 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ スウィン鷲宮 高1  1:02.11 大会新

競技No. 210 男子   50m 自由形 予選 １３～１４歳        
 5/ 4 神奈川 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾙﾈｻﾝｽ港南中 中3    23.66 大会新
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競技No. 211 女子   50m 自由形 予選 １５～１６歳        
 5/ 4 東  京 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸   高1    25.96 大会新

競技No. 221 女子  100m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 東  京 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸   高1    59.22 大会新

競技No. 227 女子  100m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 埼  玉 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ ｽｳｨﾝ南越谷  中3  1:01.22 大会新

競技No. 233 女子   50m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 東  京 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸   高1    25.58 大会新
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