
第39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     
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.  30 男子  200m 自由形 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 大  阪 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 枚方ＳＳ    中1  1:54.63 大会新

競技No.  34 男子  100m 平泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 5 兵  庫 武本　航志 ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ ＭｃＳ加古川 小6  1:04.85 学童新

大会新

競技No.  50 男子  200m フリーリレー 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 東  京 ﾙﾈｻﾝｽ両国 (中嶌　理貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 小6) 学童    25.79  1:45.15 大会新

競技No.  80 男子  100m 自由形 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 大  阪 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 枚方ＳＳ    中1    53.03 大会新

競技No.  92 男子  200m メドレーリレー 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 埼  玉 スウィン加須 (園田　陽大 ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ 小4) 学童    30.65  2:08.58 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 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ イ ト マ ン 高1  4:32.30 大会新

競技No. 111 女子  200m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 埼  玉 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ ｽｳｨﾝ南越谷  中3  2:07.24 大会新

競技No. 112 男子  200m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 5/ 4 東  京 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 三菱養和ＳＳ 高1  1:56.78 大会新

競技No. 130 男子   50m 自由形 予選 １５～１６歳        
 4/ 5 神奈川 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾙﾈｻﾝｽ港南中 中3    22.58 中学新

大会新

競技No. 133 女子   50m 背泳ぎ 予選 ＣＳ                
 7/ 4 埼  玉 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ ｽｳｨﾝ南越谷  中3    27.10 中学新

大会新

競技No. 138 男子   50m 平泳ぎ 予選 ＣＳ                
 7/ 5 三  重 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 津田四日市  中3    27.70 中学新

競技No. 144 男子 1500m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 6 兵  庫 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ コナミ三田  高1  7:53.32 14:52.21 大会新

競技No. 152 男子  200m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 3 兵  庫 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ コナミ西宮  高3  1:45.30 大会新

競技No. 155 女子  200m 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  2:05.75 大会新

競技No. 167 女子  200m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 6 大  阪 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ イ ト マ ン 高1  2:22.06 大会新
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競技No. 169 女子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 愛  知 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 豊川高      /コカ・コーラ 高1  2:19.42 大会新

競技No. 173 女子   50m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 岡  山 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 就実        /ｻﾝﾌﾗﾜｰSS    高1    25.42 大会新

競技No. 175 女子   50m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 東  京 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸   高1    24.05 日本新

高校新
大会新

競技No. 177 女子   50m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 埼  玉 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ ｽｳｨﾝ南越谷  中3    27.06 中学新

大会新

競技No. 182 男子   50m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 三  重 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 津田四日市  中3    27.57 中学新

競技No. 183 女子  400m フリーリレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 奈  良 MGニッシン (川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中2) 中学    57.58  3:47.80 大会新

競技No. 185 女子  400m フリーリレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 7 神奈川 ATSC.YW (森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 高2) 高校    56.11  3:41.28 高校新

大会新

競技No. 195 女子  100m 背泳ぎ 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 埼  玉 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ ｽｳｨﾝ南越谷  中3    58.90 大会新

競技No. 207 女子  100m バタフライ 予選 １５～１６歳        
 4/ 4 千  葉 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ ﾙﾈｻﾝｽ銚子   /市立銚子    高1    58.94 大会新

競技No. 213 女子  100m 自由形 予選 １５～１６歳        
 4/ 4 神奈川 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC   中3    54.05 大会新

競技No. 223 女子  200m 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 高1  2:09.08 大会新

競技No. 225 女子  200m 個人メドレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 7 愛  知 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 豊川高      /コカ・コーラ 高1  2:07.31 大会新

競技No. 229 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    58.11 中学新

大会新

競技No. 235 女子  100m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 2 埼  玉 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ コナミ北浦和 高1  1:07.00 大会新
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競技No. 236 男子  100m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 三  重 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 津田四日市  中3    59.63 大会ﾀｲ

競技No. 241 女子  100m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 千  葉 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ ﾙﾈｻﾝｽ銚子   /市立銚子    高1    58.47 大会新

競技No. 253 女子  400m メドレーリレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 愛  知 豊川高 (後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 高2) 高校  1:00.26  4:00.35 高校新
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