
第40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.  18 男子    50m バタフライ 予選 １１～１２歳        
 8/ 4 大  阪 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ イ ト マ ン 小6    25.85 学童新

大会新

競技No.  20 男子  4x50m フリーリレー 予選 １０歳以下          
 5/ 4 京  都 イトマン京都 (出口　　哲 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 小4) 学童    28.97  1:56.84 大会新

競技No.  22 男子  4x50m フリーリレー 予選 １１～１２歳        
 3/ 8 千  葉 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸 (宮崎　太志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 小6) 学童    25.90  1:45.10 大会新

競技No.  30 男子   200m 自由形 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 東  京 桐山　真葵 ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ マリン西新井 小6  1:54.92 学童新

競技No.  48 男子  4x50m フリーリレー 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 京  都 イトマン京都 (出口　　哲 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 小4) 学童    28.69  1:55.69 大会新

競技No.  50 男子  4x50m フリーリレー 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 千  葉 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸 (宮崎　太志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 小6) 学童    25.98  1:43.67 学童新

大会新

競技No.  59 女子    50m 背泳ぎ 予選 １０歳以下          
10/ 4 埼  玉 園部ゆあら ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ SW大教大宮東 小4    30.07 大会新

競技No.  66 男子    50m 平泳ぎ 予選 １０歳以下          
10/ 4 東  京 大岩真海羽 ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ ｲﾄﾏﾝ富士見台 小4    33.81 大会新
 9/ 4 京  都 出口　　哲 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ イトマン京都 小4    33.83 大会新

競技No.  80 男子   100m 自由形 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 大  阪 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ イ ト マ ン 小6    52.60 学童新

大会新

競技No.  81 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    29.75 大会新

競技No.  87 女子    50m 平泳ぎ 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 神奈川 佐藤　琴美 ｻﾄｳ ｺﾄﾐ のぼりとＳＣ 小4    34.27 大会新

競技No.  88 男子    50m 平泳ぎ 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 東  京 大岩真海羽 ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ ｲﾄﾏﾝ富士見台 小4    33.38 大会新

競技No.  89 女子    50m 平泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 東  京 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 金町ＳＣ    小6    31.80 学童新

大会新

競技No.  92 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    33.30  2:07.66 大会新
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競技No.  94 男子  4x50m メドレーリレー 決勝 １１～１２歳        
 1/ 5 大  阪 イ ト マ ン (泉　　陽一 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小5) 学童    30.23  1:53.56 学童新

大会新

競技No.  98 男子   400m 個人メドレー 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 大  阪 田丸　敬也 ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ ＮＡＣＬ    /太成学院大高 高1  4:09.58 大会新

競技No.  99 女子   400m 個人メドレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ イ ト マ ン /近畿大学附属 高2  4:28.49 高校新

大会新

競技No. 110 男子   200m 背泳ぎ 予選 １３～１４歳        
 7/ 4 鹿児島 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ メルヘン鹿屋 中2  1:57.07 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 /湘南工大附  高1    22.41 大会新

競技No. 132 男子    50m 自由形 予選 ＣＳ                
 6/ 3 神奈川 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 高3    21.91 高校新

大会新

競技No. 133 女子    50m 背泳ぎ 予選 ＣＳ                
 5/ 4 埼  玉 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ ｽｳｨﾝ南越谷  高1    26.97 大会新

競技No. 149 女子   200m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 京  都 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ コパン宇治  中3  1:56.69 大会新

競技No. 151 女子   200m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 神奈川 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 湘南工大附  /相模原DC    高2  1:56.89 大会新

競技No. 154 男子   200m 背泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 鹿児島 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ メルヘン鹿屋 中2  1:56.37 大会新

競技No. 156 男子   200m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 神奈川 柳川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ SPﾎｳﾄｸ金沢  中3  1:53.49 中学新

大会新

競技No. 163 女子   200m 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3  2:03.16 大会新

競技No. 168 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  2:05.98 大会新

競技No. 173 女子    50m 自由形 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 京  都 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ コパン宇治  中3    25.21 大会新
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競技No. 174 男子    50m 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 /湘南工大附  高1    22.19 大会新

競技No. 176 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    21.71 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  高1    26.51 大会新

競技No. 184 男子 4x100m フリーリレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 神奈川 イトマン港北 (山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 中2) 中学    53.13  3:31.75 大会新

競技No. 186 男子 4x100m フリーリレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 東  京 日大豊山 (関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高3) 高校    48.58  3:17.69 高校新

大会新

競技No. 225 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  2:05.44 大会新

競技No. 230 男子   100m 背泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 5 神奈川 柳川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ SPﾎｳﾄｸ金沢  中3    52.87 大会新

競技No. 235 女子   100m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 大  阪 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ イ ト マ ン /近畿大学附属 高1  1:06.52 大会新

競技No. 236 男子   100m 平泳ぎ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 3 埼  玉 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ スウィン東光/武南高校    高1    59.15 大会新

競技No. 238 男子   100m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 香  川 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 坂出伊藤ＳＳ 高3    58.88 大会新

競技No. 241 女子   100m バタフライ 決勝 １５～１６歳        
 1/ 4 埼  玉 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ スウィン大教/春日部共栄  高1    58.43 大会新

競技No. 244 男子   100m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 三  重 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大紀ＳＣ    /三重高      高3    51.40 大会新

競技No. 248 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 /湘南工大附  高1    49.09 大会新

競技No. 253 女子 4x100m メドレーリレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 イ ト マ ン (長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 高3) 高校  1:00.62  3:59.80 高校新

大会新
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