
第40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.  40 男子    50m バタフライ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 5 大  阪 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ イ ト マ ン 小6    26.70 学童新

競技No.  69 女子    50m 背泳ぎ 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 埼  玉 園部ゆあら ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ SW大教大宮東 小4    31.68 大会新

競技No.  70 男子    50m 背泳ぎ 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 東  京 新田　慎吾 ﾆｯﾀ ｼﾝｺﾞ コナミ西葛西 小5    30.58 大会新

競技No.  80 男子  4x50m メドレーリレー 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 京  都 イトマン京都 (土井仁之亮 ﾄﾞｲ ｼﾞﾝﾉｽｹ 小4) 学童    35.09  2:10.60 大会新

競技No.  85 女子   400m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 2 東  京 室木　未菜 ﾑﾛｷ ﾐﾅ ｲﾄﾏﾝ東伏見  /堀越高校    高2  4:44.17 大会新

競技No. 122 男子   200m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 東  京 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 三菱養和ＳＳ 高2  2:00.79 大会新

競技No. 131 女子   200m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 京  都 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ コパン宇治  中3  2:01.10 大会新

競技No. 132 男子   200m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 愛  知 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 豊橋ＳＳ    中2  1:52.50 大会新

競技No. 133 女子   200m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 6 奈  良 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ MGニッシン  中3  2:01.16 大会新

競技No. 144 女子 4x100m フリーリレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 埼  玉 スウィン大教 (松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高2) 高校    57.65  3:46.73 大会新

競技No. 148 男子   100m 自由形 予選 １５～１６歳        
 3/ 4 神奈川 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾙﾈｻﾝｽ港南中 高1    50.82 大会新

競技No. 171 女子   100m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 京  都 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ コパン宇治  中3    56.50 大会新

競技No. 174 男子   100m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 神奈川 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾙﾈｻﾝｽ港南中 高1    50.52 大会新

競技No. 175 女子   100m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 愛  知 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 豊川高      高2    55.24 大会新

競技No. 179 女子   200m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 福  岡 石原　愛依 ｲｼﾊﾗ ﾒｲ ＫＳＧ柳川  高1  2:14.08 大会新

競技No. 181 女子   200m 個人メドレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 愛  知 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 豊川高      高2  2:12.31 大会新
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競技No. 192 男子   200m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 埼  玉 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ スウィン東光/武南高校    高1  2:11.93 大会新

競技No. 196 男子 4x100m フリーリレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 イ ト マ ン (岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高2) 高校    51.73  3:25.84 大会新

競技No. 234 男子    50m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 神奈川 末永　亨馬 ｽｴﾅｶﾞ ﾄｳﾏ NECGSC溝の口 高2    23.21 大会新

競技No. 236 男子    50m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 神奈川 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 高3    22.83 大会新
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