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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.  15 女子    50m 平泳ぎ 予選 11-12歳             
 7/ 4 鹿児島 有元　優菜 ｱﾘﾓﾄ ﾕｳﾅ メルヘン川内 中1    32.70 大会新

競技No.  16 男子    50m 平泳ぎ 予選 11-12歳             
 5/ 4 千  葉 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ ｾﾝﾄﾗﾙ流山   中1    31.03 大会新

競技No.  56 男子  4x50m フリーリレー 決勝 11-12歳             
 1/ 4 神奈川 NECGSC溝の口 (岩瀬　智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ 中1)    26.27  1:45.71 大会新

競技No.  61 女子    50m バタフライ 予選 11-12歳             
 8/ 4 愛  知 平井　瑞希 ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｷ コパン鳴海  中1    27.94 大会新

競技No.  65 女子    50m 自由形 予選 10歳以下            
 9/ 4 埼  玉 板谷久瑠実 ｲﾀﾔ ｸﾙﾐ スウィン越谷 小5    28.20 大会新

競技No.  84 男子    50m バタフライ 決勝 10歳以下            
 1/ 4 大  阪 松山　　育 ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ ｻﾝｹｲST      小5    29.54 大会新

競技No.  86 女子    50m バタフライ 決勝 11-12歳             
 1/ 4 愛  知 平井　瑞希 ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｷ コパン鳴海  中1    27.86 大会新

競技No.  94 女子    50m 自由形 決勝 10歳以下            
 1/ 4 埼  玉 板谷久瑠実 ｲﾀﾔ ｸﾙﾐ スウィン越谷 小5    28.18 大会新

競技No. 144 女子   800m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 枚方ＳＳ    /近畿大附高校 高3  8:35.84 大会新

競技No. 159 女子   200m バタフライ 決勝 15-16歳             
 1/ 5 神奈川 三井　愛梨 ﾐﾂｲ ｱｲﾘ 横浜サクラ  中3  2:09.63 大会新

競技No. 167 女子   200m 自由形 決勝 15-16歳             
 1/ 4 東  京 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 東京ＳＣ    /武蔵野高校  高1  2:01.10 大会新

競技No. 168 男子   200m 自由形 決勝 15-16歳             
 1/ 4 東  京 柳本幸之介 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 日大豊山    高1  1:49.94 大会新

競技No. 180 男子   400m 個人メドレー 決勝 15-16歳             
 1/ 4 神奈川 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ イトマン港北 高1  4:20.93 大会新

競技No. 192 男子   200m 個人メドレー 予選 15-16歳             
 1/ 4 神奈川 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ イトマン港北 高1  2:02.19 大会新

競技No. 217 女子   100m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 埼  玉 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ スウィン美園 高3    54.48 大会新

競技No. 224 男子   200m 個人メドレー 決勝 15-16歳             
 1/ 4 神奈川 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ イトマン港北 高1  2:00.72 大会新
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競技No. 230 男子   400m 自由形 決勝 13-14歳             
 1/ 4 大  阪 高木　　陸 ﾀｶｷ ﾘｸ ＫＴＶ豊中  中3  3:56.53 大会新

競技No. 239 女子   200m 平泳ぎ 決勝 15-16歳             
 1/ 4 大  阪 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 枚方ＳＳ    中3  2:27.13 大会新

競技No. 291 女子    50m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 神奈川 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC   /日大藤沢高校 高3    25.50 大会新
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