
第１３回日本知的障害者水泳選手権大会　記録 2010/10/20

2010年6月6日

横浜国際プール　メインプール

【男子　５０ｍ自由形】

[日本記録] 福留　竜平 岡崎竜城ＳＣ 26.38 2009.07 2009INAS-FIDグローバル大会

[大会記録] 福留　竜平 岡崎竜城ＳＣ 27.56 2008.06 第11回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 福留　竜平 ﾌｸﾄﾒ　ﾘｭｳﾍｲ 岡崎竜城SC 愛知県 0:27.28 大会新
2 竹内　倫行 ﾀｹｳﾁ　ﾄﾓﾕｷ 大阪およごう会 大阪市 0:27.43
3 高柳　春貴 ﾀｶﾔﾅｷﾞ　ﾊﾙｷ ぺんぎん村 静岡県 0:27.72
4 村瀬　拓斗 ﾑﾗｾ　ﾀｸﾄ 滋賀県立障害者福祉滋賀県 0:28.20
5 坂西　大 ﾊﾞﾝｻﾞｲ　ﾋﾛｼ ｱｸｱﾌｧｰｽﾄ 東京都 0:29.09
6 但木　誉武 ﾀﾀﾞｷ　ﾓﾄﾑ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 0:29.11
7 山本　貴士 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｶｼ 個人 兵庫県 0:29.23
8 上田　真義 ｳｴﾀﾞ　ﾏｻﾖｼ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 0:29.78
9 平松　武 ﾋﾗﾏﾂ　ﾀｹﾙ 個人 名古屋市 0:29.89
10 宮本　和裕 ﾐﾔﾓﾄ　ｶｽﾞﾋﾛ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:29.96
11 松本　拓也 ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｸﾔ ぺんぎん村 静岡県 0:29.97
12 堀本　晃希 ﾎﾘﾓﾄ　ｺｳｷ シャイニング 広島市 0:30.44
13 佐藤　嵩仁 ｻﾄｳ　ﾀｶﾋﾄ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 0:30.48
14 岡本　貴志 ｵｶﾓﾄ　ﾀｶｼ 個人 山口県 0:31.20
15 綛谷　和也 ｶｾﾀﾆ　ｶｽﾞﾔ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪府 0:31.76
16 伊藤　路留 ｲﾄｳ　ﾐﾁﾙ ぺんぎん村 静岡県 0:32.07
17 川端　大亮 ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾀﾞｲｽｹ 個人 広島市 0:32.28
18 松田　尚之 ﾏﾂﾀﾞ　ﾅｵﾕｷ 秋田ブリコ 秋田県 0:32.48
19 谷口　宏之 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾋﾛﾕｷ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 0:32.63
20 浅川　倫太郎 ｱｻｶﾜ　ﾘﾝﾀﾛｳ 個人 静岡市 0:32.74
21 佐野　秀樹 ｻﾉ　ﾋﾃﾞｷ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ さいたま市0:32.79
22 山田　雄大 ﾔﾏﾀﾞ　ﾕｳﾀ 静岡ぱしどる 静岡市 0:32.95
23 森　洋平 ﾓﾘ　ﾖｳﾍｲ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:33.13
24 村田　龍太 ﾑﾗﾀ　ﾘｭｳﾀ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:33.36
25 河合　義尚 ｶﾜｲ　ﾖｼﾋｻ 個人 愛知県 0:33.68
26 渡辺　泰 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｲ 個人 茨城県 0:34.05
27 渡辺　陽平 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾖｳﾍｲ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 0:34.05
28 高橋　潤平 ﾀｶﾊｼ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 個人 神奈川県 0:34.07
29 宮崎　龍一 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾘｭｳｲﾁ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 埼玉県 0:34.15
30 小菅　仁 ｺｽｶﾞ　ﾋﾄｼ グンゼＳＰ 滋賀県 0:34.46
31 鈴木　琢人 ｽｽﾞｷ　ﾀｸﾄ 岐阜GUSH 岐阜県 0:34.61
32 別所　敬 ﾍﾞｯｼｮ　ｹｲ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 0:34.73
33 田中　正輝 ﾀﾅｶ　ﾏｻｷ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 0:34.86
34 倉沢　元気 ｸﾗｻﾜ　ｹﾞﾝｷ ｱｸｱﾌｧｰｽﾄ 東京都 0:35.25
35 吉川　勝久 ﾖｼｶﾜ　ｶﾂﾋｻ 武蔵野SMC 東京都 0:35.45
36 引地　晃平 ﾋｷｼﾞ　ｺｳﾍｲ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:35.46
37 藤本　陽 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾖｳ グンゼＳＰ 滋賀県 0:35.62
38 伊藤　太郎 ｲﾄｳ　ﾀﾛｳ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 0:35.78
39 伊藤　優樹 ｲﾄｳ　ﾕｳｷ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 0:36.34
40 神　大 ｼﾞﾝ　ﾏｻﾙ 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 青森県 0:36.43
41 庄司　圭太郎 ｼｮｳｼﾞ　ｹｲﾀﾛｳ グンゼＳＰ 滋賀県 0:36.43
42 栗田　泰行 ｸﾘﾀ　ﾔｽﾕｷ 静岡ぱしどる 静岡市 0:36.57
43 金杉　陽一郎 ｶﾅｽｷﾞ　ﾖｳｲﾁﾛｳ個人 東京都 0:37.67
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44 三宅　修平 ﾐﾔｹ　ｼｭｳﾍｲ 岐阜GUSH 岐阜県 0:37.72
45 伊藤　敦重 ｲﾄｳ　ｱﾂｼｹﾞ 東京YMCA 東京都 0:37.89
46 織井　翔 ｵﾘｲ ｼｮｳ 武蔵野SMC 東京都 0:37.90
47 尾身　優介 ｵﾐ　ﾕｳｽｹ 個人 東京都 0:38.36
48 石川　和彦 ｲｼｶﾜ　ｶｽﾞﾋｺ おひさまｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:38.64
49 横山　慎吾 ﾖｺﾔﾏ　ｼﾝｺﾞ まんぼうサガミ 相模原市 0:38.78
50 池田　圭佑 ｲｹﾀﾞ　ｹｲｽｹ まんぼうサガミ 相模原市 0:39.06
51 安江　俊介 ﾔｽｴ　ｼｭﾝｽｹ 岐阜GUSH 岐阜県 0:39.14
52 阿部　達也 ｱﾍﾞ　ﾀﾂﾔ 個人 岐阜県 0:39.47
53 永田　剛 ﾅｶﾞﾀ　ﾂﾖｼ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:39.94
54 小嶺　毅 ｺﾐﾈ　ﾂﾖｼ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:40.43
55 岩崎　康平 ｲﾜｻｷ　ｺｳﾍｲ 個人 埼玉県 0:40.90
56 菊池　健太 ｷｸﾁ　ｹﾝﾀ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:40.92
57 罇　貴洋 ﾓﾀｲ ﾀｶﾋﾛ 武蔵野SMC 東京都 0:42.46
58 鎌倉　友記 ｶﾏｸﾗ ﾄﾓｷ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:42.92
59 猪飼　修平 ｲｶﾞｲ　ｼｭｳﾍｲ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 0:42.93
60 谷口　輝 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾋｶﾙ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪市 0:43.45
61 八代　直樹 ﾔｼﾛ ﾅｵｷ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:44.16
62 海老原　淳 ｴﾋﾞﾊﾗ　ｱﾂｼ まんぼうサガミ 相模原市 0:44.46
63 日比野　浩之 ﾋﾋﾞﾉ　ﾋﾛﾕｷ 岐阜GUSH 岐阜県 0:44.76
64 三谷　颯一郎 ﾐﾀﾆ　ｿｳｲﾁﾛｳ 岐阜GUSH 岐阜県 0:45.10
65 白木　祐 ｼﾗｷ　ﾕｳ 中濃 岐阜県 0:45.19
66 細川　侑一郎 ﾎｿｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 岐阜GUSH 岐阜県 0:46.77
67 櫻井　暢 ｻｸﾗｲ　ﾄﾎﾙ ｱｸｱﾌｧｰｽﾄ 埼玉県 0:46.91
68 曽根　一馬 ｿﾈ　ｶｽﾞﾏ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:47.14
69 尾崎　寛晃 ｵｻﾞｷ　ﾋﾛｱｷ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:47.34
70 小谷　章太 ｺﾀﾆ ｼｮｳﾀ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:47.87
71 藤田　直門 ﾌｼﾞﾀ　ﾅｵｶﾄﾞ ぺんぎん村 静岡県 0:48.05
72 松澤　惇 ﾏﾂｻﾞﾜ　ｱﾂｼ ミミＳＣ 東京都 0:48.20
73 伊藤　翔平 ｲﾄｳ　ｼｮｳﾍｲ ミミＳＣ 東京都 0:48.21
74 水谷　謙太 ﾐｽﾞﾀﾆ　ｹﾝﾀ 岐阜GUSH 岐阜県 0:48.30
75 世良　杜彦 ｾﾗ　ﾓﾘﾋｺ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:48.34
76 川上　優輝 ｶﾜｶﾐ　ﾕｳｷ ミミＳＣ 東京都 0:48.60
77 市川　和幸 ｲﾁｶﾜ　ｶｽﾞﾕｷ おひさまｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:49.68
78 清水　葉介 ｼﾐｽﾞ　ﾖｳｽｹ おひさまｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:49.96
79 河野　洋一 ｺｳﾉ　ﾖｳｲﾁ 東京YMCA 東京都 0:50.20
80 金本　聖史 ｶﾈﾓﾄ　ｻﾄｼ Ａ・Ｓ・Ａ 兵庫県 0:51.73
81 金子　裕貴 ｶﾈｺ　ﾕｳｷ 中濃 岐阜県 0:52.44
82 永井　祐喜 ﾅｶﾞｲ　ﾕｳｷ まんぼうサガミ 相模原市 0:53.31
83 関口　拓也 ｾｷｸﾞﾁ　ﾀｸﾔ まんぼうサガミ 相模原市 0:54.55
84 皆川　展広 ﾐﾅｶﾞﾜ　ﾉﾌﾞﾋﾛ ミミＳＣ 東京都 0:56.07
85 中村　憧太 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:57.26
86 小鳥田　敬太 ｺﾄﾘﾀﾞ　ｹｲﾀ おひさまｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:58.56

鶴森　信保 ﾂﾙﾓﾘ　ﾉﾌﾞﾔｽ 個人 石川県 棄権
江口　恒喜 ｴｸﾞﾁ　ｺｳｷ ミミＳＣ 千葉市 棄権
津村　祐輔 ﾂﾑﾗ　ﾕｳｽｹ 個人 東京都 棄権
安達　亮 ｱﾀﾞﾁ　ﾘｮｳ トライムＳＣ 宮城県 棄権

【男子　１００ｍ自由形】

[日本記録] 首藤　隆志 トライムＳＣ 0:57.58 2009.11 第26回日本身体障害者水泳選手権大会 

[大会記録] 福留　竜平 岡崎竜城ＳＣ 1:00.00 2009 第12回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要
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1 宮崎　哲 ﾐﾔｻﾞｷ　ｻﾄﾙ 個人 札幌市 0:59.27 大会新
2 村瀬　拓斗 ﾑﾗｾ　ﾀｸﾄ 滋賀県立障害者福祉滋賀県 1:01.54
3 福留　竜平 ﾌｸﾄﾒ　ﾘｭｳﾍｲ 岡崎竜城SC 愛知県 1:02.35
4 竹内　倫行 ﾀｹｳﾁ　ﾄﾓﾕｷ 大阪およごう会 大阪市 1:02.90
5 山口　淳一 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 個人 大阪府 1:04.49
6 坂西　大 ﾊﾞﾝｻﾞｲ　ﾋﾛｼ ｱｸｱﾌｧｰｽﾄ 東京都 1:05.33
7 山田　雅徳 ﾔﾏﾀﾞ　ﾏｻﾉﾘ グンゼＳＰ 滋賀県 1:05.36
8 松本　拓也 ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｸﾔ ぺんぎん村 静岡県 1:05.42
9 上田　真義 ｳｴﾀﾞ　ﾏｻﾖｼ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:05.47
10 廻谷　駿介 ﾒｸﾞﾘﾔ　ｼｭﾝｽｹ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:06.31
11 佐藤　嵩仁 ｻﾄｳ　ﾀｶﾋﾄ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:06.47
12 山本　貴士 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｶｼ 個人 兵庫県 1:06.71
13 小川　知樹 ｵｶﾞﾜ　ﾄﾓｷ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:06.95
14 吉田　雄城 ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳｷ 個人 岐阜県 1:07.25
15 五味　逸太郎 ｺﾞﾐ　ｲﾁﾀﾛｳ 東京YMCA 東京都 1:07.92
16 秋田　悠輔 ｱｷﾀ　ﾕｳｽｹ 高養ｸﾗﾌﾞ 兵庫県 1:08.04
17 岡本　貴志 ｵｶﾓﾄ　ﾀｶｼ 個人 山口県 1:08.05
18 伊藤　路留 ｲﾄｳ　ﾐﾁﾙ ぺんぎん村 静岡県 1:08.82
19 綛谷　和也 ｶｾﾀﾆ　ｶｽﾞﾔ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪府 1:08.91
20 水野　義明 ﾐｽﾞﾉ　ﾖｼｱｷ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 1:10.29
21 井上　博人 ｲﾉｳｴ　ﾋﾛﾄ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 1:11.14
22 柘植　英治 ﾂｹﾞ　ｴｲｼﾞ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 1:11.34
23 浅川　倫太郎 ｱｻｶﾜ　ﾘﾝﾀﾛｳ 個人 静岡市 1:11.96
24 別所　敬 ﾍﾞｯｼｮ　ｹｲ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 1:13.82
25 松田　尚之 ﾏﾂﾀﾞ　ﾅｵﾕｷ 秋田ブリコ 秋田県 1:14.03
26 河合　義尚 ｶﾜｲ　ﾖｼﾋｻ 個人 愛知県 1:14.15
27 山田　雄大 ﾔﾏﾀﾞ　ﾕｳﾀ 静岡ぱしどる 静岡市 1:14.43
28 松井　拓也 ﾏﾂｲ　ﾀｸﾔ まんぼうサガミ 相模原市 1:14.64
29 森　洋平 ﾓﾘ　ﾖｳﾍｲ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:15.84
30 引地　晃平 ﾋｷｼﾞ　ｺｳﾍｲ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:16.21
31 小関　知晴 ｺｾｷ　ﾄﾓﾊﾙ アミノサン さいたま市1:17.64
32 田中　正輝 ﾀﾅｶ　ﾏｻｷ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:17.74
33 伊藤　優樹 ｲﾄｳ　ﾕｳｷ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 1:18.35
34 川端　大亮 ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾀﾞｲｽｹ 個人 広島市 1:18.65
35 柴田　大地 ｼﾊﾞﾀ　ﾀﾞｲﾁ 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 青森県 1:19.27
36 山田　晋也 ﾔﾏﾀﾞ　ｼﾝﾔ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪府 1:19.51
37 伊藤　太郎 ｲﾄｳ　ﾀﾛｳ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:20.33
38 熊澤　秀昭 ｸﾏｻﾞﾜ　ﾋﾃﾞｱｷ 個人 愛知県 1:20.61
39 三宅　修平 ﾐﾔｹ　ｼｭｳﾍｲ 岐阜GUSH 岐阜県 1:21.31
40 大喜多　陽一 ｵｵｷﾀ　ﾖｳｲﾁ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:22.36
41 石田　健彦 ｲｼﾀﾞ　ﾀｹﾋｺ 岐阜GUSH 岐阜県 1:23.30
42 栗田　泰行 ｸﾘﾀ　ﾔｽﾕｷ 静岡ぱしどる 静岡市 1:23.35
43 小川　真輝 ｵｶﾞﾜ　ﾏｻｷ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 1:23.49
44 馬渕　旭弘 ﾏﾌﾞﾁ　ｱｷﾋﾛ 岐阜GUSH 岐阜県 1:24.43
45 伊藤　敦重 ｲﾄｳ　ｱﾂｼｹﾞ 東京YMCA 東京都 1:24.61
46 高橋　潤平 ﾀｶﾊｼ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 個人 神奈川県 1:25.55
47 内田　公博 ｳﾁﾀﾞ　ｷﾐﾋﾛ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:25.80
48 神野　峻輔 ｼﾞﾝﾉ　ｼｭﾝｽｹ 個人 名古屋市 1:25.86
49 五十川　和典 ｲｿｶﾜ　ｶｽﾞﾉﾘ 個人 愛知県 1:26.93
50 小嶺　毅 ｺﾐﾈ　ﾂﾖｼ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:29.18
51 馬場先　功治 ﾊﾞﾊﾞｻｷ　ｺｳｼﾞ アミノサン 埼玉県 1:30.23
52 中村　愛之助 ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾉｽｹ 個人 埼玉県 1:30.77
53 小林　貴裕 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｶﾋﾛ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:32.04
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54 渡部　翔平 ﾜﾀﾍﾞ　ｼｮｳﾍｲ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:36.19
55 岩崎　康平 ｲﾜｻｷ　ｺｳﾍｲ 個人 埼玉県 1:36.51
56 鎌倉　友記 ｶﾏｸﾗ ﾄﾓｷ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:37.09
57 小寺　雄大 ｺﾃﾞﾗ　ﾕｳﾀﾞｲ 武蔵野SMC 東京都 1:40.01
58 谷口　輝 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾋｶﾙ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪市 1:47.17
59 世良　杜彦 ｾﾗ　ﾓﾘﾋｺ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:48.09
60 小谷　章太 ｺﾀﾆ ｼｮｳﾀ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:48.57
61 川上　優輝 ｶﾜｶﾐ　ﾕｳｷ ミミＳＣ 東京都 1:49.53
62 永井　祐喜 ﾅｶﾞｲ　ﾕｳｷ まんぼうサガミ 相模原市 1:54.02
63 金子　裕貴 ｶﾈｺ　ﾕｳｷ 中濃 岐阜県 1:54.09
64 江原　龍之介 ｴﾊﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ 個人 東京都 1:56.04
65 伊藤　翔平 ｲﾄｳ　ｼｮｳﾍｲ ミミＳＣ 東京都 1:59.72

【男子　２００ｍ自由形】

[日本記録] 首藤　隆志 トライムＳＣ 2:07.03 2009.07 2009INAS-FIDグローバル大会

[大会記録] 首藤　隆志 トライムＳＣ 2:07.43 2009.06 第12回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 首藤　隆志 ｼｭﾄｳ　ﾀｶｼ トライムＳＣ 仙台市 2:07.08 大会新
2 宮崎　哲 ﾐﾔｻﾞｷ　ｻﾄﾙ 個人 札幌市 2:08.55
3 津川　拓也 ﾂｶﾞﾜ　ﾀｸﾔ 大阪およごう会 大阪市 2:09.88
4 高柳　春貴 ﾀｶﾔﾅｷﾞ　ﾊﾙｷ ぺんぎん村 静岡県 2:11.40
5 伊藤　宏太 ｲﾄｳ　ｺｳﾀ 香川育成会 香川県 2:16.48
6 長尾　智之 ﾅｶﾞｵ　ﾄﾓﾕｷ ミミＳＣ 東京都 2:17.40
7 鴨　弘之 ｶﾓ　ﾋﾛﾕｷ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ名古屋市 2:17.53
8 三浦　一歩 ﾐｳﾗ　ｶｽﾞﾎ トライムＳＣ 仙台市 2:19.58
9 金村　光将 ｶﾅﾑﾗ　ﾐﾂﾏｻ 中濃 岐阜県 2:19.95
10 尾崎　佑樹 ｵｻﾞｷ　ﾕｳｷ 個人 静岡県 2:23.05
11 松田　健一郎 ﾏﾂﾀﾞ　ｹﾝｲﾁﾛｳ 個人 神戸市 2:23.75
12 山田　雅徳 ﾔﾏﾀﾞ　ﾏｻﾉﾘ グンゼＳＰ 滋賀県 2:23.96
13 山口　淳一 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 個人 大阪府 2:25.01
14 小川　知樹 ｵｶﾞﾜ　ﾄﾓｷ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 2:25.99
15 吉川　哲史 ﾖｼｶﾜ　ｻﾄｼ 香川育成会 香川県 2:27.28
16 吉田　雄城 ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳｷ 個人 岐阜県 2:27.56
17 生松　穂高 ﾊｴﾏﾂ　ﾎﾀﾞｶ 静岡ぱしどる 静岡市 2:29.25
18 市川　良 ｲﾁｶﾜ　ﾘｮｳ 岡崎竜城SC 愛知県 2:33.30
19 田中　一真 ﾀﾅｶ　ｶｽﾞﾏ 個人 京都市 2:37.60
20 五味　逸太郎 ｺﾞﾐ　ｲﾁﾀﾛｳ 東京YMCA 東京都 2:39.83
21 松山　航大 ﾏﾂﾔﾏ　ｺｳﾀ 中濃 岐阜県 2:43.97
22 相馬　康平 ｿｳﾏ　ｺｳﾍｲ 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 青森県 2:45.70
23 登坂　大地 ﾄｻｶ　ﾀﾞｲﾁ 個人 千葉県 2:51.16
24 江原　龍之介 ｴﾊﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ 個人 東京都 4:14.90
25 内田　公博 ｳﾁﾀﾞ　ｷﾐﾋﾛ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 5:59.87

【男子　４００ｍ自由形】

[日本記録] 首藤　隆志 トライムＳＣ 4:32.43 2009.07 2009ジャパンパラリンピック

[大会記録] 首藤　隆志 トライムＳＣ 4:34.17 2009.06 第12回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 首藤　隆志 ｼｭﾄｳ　ﾀｶｼ トライムＳＣ 仙台市 4:39.11
2 伊藤　宏太 ｲﾄｳ　ｺｳﾀ 香川育成会 香川県 4:50.59
3 金村　光将 ｶﾅﾑﾗ　ﾐﾂﾏｻ 中濃 岐阜県 4:56.50
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4 廻谷　駿介 ﾒｸﾞﾘﾔ　ｼｭﾝｽｹ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 5:08.11
5 江坂　和樹 ｴｻｶ　ｶｽﾞｷ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 5:21.87
6 迫丸　拓睴 ｻｺﾏﾙ　ﾋﾛｱｷ おひさまｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 6:28.59
7 神野　峻輔 ｼﾞﾝﾉ　ｼｭﾝｽｹ 個人 名古屋市 6:35.12

【男子　１５００ｍ自由形】

[日本記録] 久田　誠 アクトス 19:33.04 2005.06 第8回日本知的障害者水泳選手権大会

[大会記録] 久田　誠 アクトス 19:33.04 2005.06 第8回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 松田　健一郎 ﾏﾂﾀﾞ　ｹﾝｲﾁﾛｳ 個人 神戸市 19:33.66
2 登坂　大地 ﾄｻｶ　ﾀﾞｲﾁ 個人 千葉県 22:13.61

【男子　５０ｍ背泳ぎ】

[日本記録] 遠藤　竜大 個人 31.73 2008.11 第25回日本身体障害者水泳選手権大会 

[大会記録] 遠藤　竜大 長井ＳＣ 31.97 2006.06 第9回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 大橋　海斗 ｵｵﾊｼ　ｶｲﾄ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 東京都 0:34.52
2 平松　武 ﾋﾗﾏﾂ　ﾀｹﾙ 個人 名古屋市 0:36.70
3 森　晴毅 ﾓﾘ　ﾊﾙｷ 個人 静岡県 0:37.49
4 大矢　淳貴 ｵｵﾔ　ｼﾞｭﾝｷ 個人 川崎市 0:37.68
5 青山　秀幸 ｱｵﾔﾏ　ﾋﾃﾞﾕｷ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 神奈川県 0:37.94
6 河原崎　秀弥 ｶﾜﾗｻﾞｷ　ﾋﾃﾞﾔ 静岡ぱしどる 静岡市 0:38.26
7 伊藤　宏一郎 ｲﾄｳ　ｺｳｲﾁﾛｳ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 0:38.39
8 秋田　悠輔 ｱｷﾀ　ﾕｳｽｹ 高養ｸﾗﾌﾞ 兵庫県 0:38.44
9 賀川　大地 ｶｶﾞﾜ　ﾀﾞｲﾁ ミミＳＣ 東京都 0:38.58
10 小野　啓吾 ｵﾉ　ｹｲｺﾞ ミミＳＣ 東京都 0:39.03
11 松岡　哲士 ﾏﾂｵｶ　ﾃﾂｼ 滋賀県立障害者福祉滋賀県 0:39.29
12 柴田　大地 ｼﾊﾞﾀ　ﾀﾞｲﾁ 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 青森県 0:41.48
13 石田　健彦 ｲｼﾀﾞ　ﾀｹﾋｺ 岐阜GUSH 岐阜県 0:41.65
14 稲葉　優作 ｲﾅﾊﾞ　ﾕｳｻｸ ミミＳＣ 東京都 0:41.83
15 渡辺　竜輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾂｷ 個人 静岡市 0:42.31
16 渡辺　陽平 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾖｳﾍｲ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 0:42.39
17 小関　知晴 ｺｾｷ　ﾄﾓﾊﾙ アミノサン さいたま市0:43.87
18 阿部　達也 ｱﾍﾞ　ﾀﾂﾔ 個人 岐阜県 0:44.36
19 庄司　圭太郎 ｼｮｳｼﾞ　ｹｲﾀﾛｳ グンゼＳＰ 滋賀県 0:44.65
20 吉川　勝久 ﾖｼｶﾜ　ｶﾂﾋｻ 武蔵野SMC 東京都 0:47.52
21 青山　幸司 ｱｵﾔﾏ　ﾀｶｼ 岐阜GUSH 岐阜県 0:47.57
22 猪飼　修平 ｲｶﾞｲ　ｼｭｳﾍｲ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 0:48.94
23 大喜多　陽一 ｵｵｷﾀ　ﾖｳｲﾁ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:48.94
24 金杉　陽一郎 ｶﾅｽｷﾞ　ﾖｳｲﾁﾛｳ個人 東京都 0:49.80
25 馬渕　旭弘 ﾏﾌﾞﾁ　ｱｷﾋﾛ 岐阜GUSH 岐阜県 0:50.75
26 重田　大輔 ｼｹﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 武蔵野SMC 東京都 0:55.16
27 渡部　翔平 ﾜﾀﾍﾞ　ｼｮｳﾍｲ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:55.94
28 市川　和幸 ｲﾁｶﾜ　ｶｽﾞﾕｷ おひさまｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:56.09
29 松澤　惇 ﾏﾂｻﾞﾜ　ｱﾂｼ ミミＳＣ 東京都 0:59.54
30 白木　祐 ｼﾗｷ　ﾕｳ 中濃 岐阜県 1:07.05
31 藤田　直門 ﾌｼﾞﾀ　ﾅｵｶﾄﾞ ぺんぎん村 静岡県 1:08.37
32 鶴森　信保 ﾂﾙﾓﾘ　ﾉﾌﾞﾔｽ 個人 石川県 棄権
33 江口　恒喜 ｴｸﾞﾁ　ｺｳｷ ミミＳＣ 千葉市

34 津村　祐輔 ﾂﾑﾗ　ﾕｳｽｹ 個人 東京都
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【男子　１００ｍ背泳ぎ】

[日本記録] 長尾　智之 ミミＳＣ 1:07.94 2010.03 平成21年度 JSFD記録会 ｉｎ 静岡

[大会記録] 遠藤　竜大 長井ＳＣ 1:10.20 2005.06 第8回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 遠藤　竜大 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾘｭｳﾀ 個人 山形県 1:07.50 日本新、大会新
2 長尾　智之 ﾅｶﾞｵ　ﾄﾓﾕｷ ミミＳＣ 東京都 1:08.98 大会新
3 津川　拓也 ﾂｶﾞﾜ　ﾀｸﾔ 大阪およごう会 大阪市 1:10.27
4 鴨　弘之 ｶﾓ　ﾋﾛﾕｷ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ名古屋市 1:12.87
5 石田　真一 ｲｼﾀﾞ　ｼﾝｲﾁ 高養ｸﾗﾌﾞ 兵庫県 1:13.79
6 尾崎　佑樹 ｵｻﾞｷ　ﾕｳｷ 個人 静岡県 1:14.80
7 大橋　海斗 ｵｵﾊｼ　ｶｲﾄ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 東京都 1:15.24
8 田中　陽如 ﾀﾅｶ　ﾊﾙﾕｷ 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 青森県 1:16.11
9 橘高　孝太 ｷﾂﾀｶ　ｺｳﾀ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪府 1:16.70
10 三浦　一歩 ﾐｳﾗ　ｶｽﾞﾎ トライムＳＣ 仙台市 1:16.97
11 但木　誉武 ﾀﾀﾞｷ　ﾓﾄﾑ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 1:18.28
12 市川　良 ｲﾁｶﾜ　ﾘｮｳ 岡崎竜城SC 愛知県 1:21.95
13 森　晴毅 ﾓﾘ　ﾊﾙｷ 個人 静岡県 1:22.55
14 宮崎　龍一 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾘｭｳｲﾁ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 埼玉県 1:23.01
15 大矢　淳貴 ｵｵﾔ　ｼﾞｭﾝｷ 個人 川崎市 1:24.47
16 青山　秀幸 ｱｵﾔﾏ　ﾋﾃﾞﾕｷ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 神奈川県 1:25.40
17 松岡　哲士 ﾏﾂｵｶ　ﾃﾂｼ 滋賀県立障害者福祉滋賀県 1:25.77
18 伊藤　宏一郎 ｲﾄｳ　ｺｳｲﾁﾛｳ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 1:26.47
19 賀川　大地 ｶｶﾞﾜ　ﾀﾞｲﾁ ミミＳＣ 東京都 1:26.61
20 小野　啓吾 ｵﾉ　ｹｲｺﾞ ミミＳＣ 東京都 1:27.89
21 河原崎　秀弥 ｶﾜﾗｻﾞｷ　ﾋﾃﾞﾔ 静岡ぱしどる 静岡市 1:31.07
22 江坂　和樹 ｴｻｶ　ｶｽﾞｷ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 1:31.65
23 稲葉　優作 ｲﾅﾊﾞ　ﾕｳｻｸ ミミＳＣ 東京都 1:37.78
24 中村　愛之助 ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾉｽｹ 個人 埼玉県 1:38.43
25 河野　賢治 ｺｳﾉ　ｹﾝｼﾞ 個人 山梨県 1:48.91
26 今津　崇善 ｲﾏﾂﾞ　ﾀｶﾖｼ Ａ・Ｓ・Ａ 兵庫県 2:01.11
27 神　大 ｼﾞﾝ　ﾏｻﾙ 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 青森県 失格

【男子　２００ｍ背泳ぎ】

[日本記録] 遠藤　竜大 個人 2:37.74 2009.07 2009INAS-FIDグローバル大会

[大会記録] 津川　拓也 大阪およごう会 2:38.88 2008.06 第11回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 田中　陽如 ﾀﾅｶ　ﾊﾙﾕｷ 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 青森県 2:46.06

【男子　５０ｍ平泳ぎ】

[日本記録] 田中　康大 柏洋スイマーズ 33.18 2008.11 第25回日本身体障害者水泳選手権大会 

[大会記録] 田中　康大 柏洋スイマーズ 34.00 2006.06 第9回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 井上　博人 ｲﾉｳｴ　ﾋﾛﾄ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 0:36.97
2 宮本　和裕 ﾐﾔﾓﾄ　ｶｽﾞﾋﾛ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:38.23
3 角尾　具洸 ﾂﾉｵ　ﾄﾓﾋﾛ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 0:39.61
4 松井　拓也 ﾏﾂｲ　ﾀｸﾔ まんぼうサガミ 相模原市 0:40.43
5 鈴木　琢人 ｽｽﾞｷ　ﾀｸﾄ 岐阜GUSH 岐阜県 0:42.75
6 平澤　翼 ﾋﾗｻﾜ　ﾂﾊﾞｻ ミミＳＣ 東京都 0:42.87
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7 渡部　晃平 ﾜﾀﾍﾞ　ｺｳﾍｲ ミミＳＣ 東京都 0:45.01
8 加藤　健太 ｶﾄｳ　ｹﾝﾀ 岐阜GUSH 岐阜県 0:48.12
9 藤本　陽 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾖｳ グンゼＳＰ 滋賀県 0:48.64
10 藤原　新也 ﾌｼﾞﾜﾗ　ｼﾝﾔ シャイニング 広島市 0:49.25
11 手嶋　大河 ﾃｼﾏ　ﾀｲｶﾞ 個人 岡山県 0:49.58
12 渡部　賢 ﾜﾀﾍﾞ　ｹﾝ ミミＳＣ 東京都 0:49.63
13 永田　剛 ﾅｶﾞﾀ　ﾂﾖｼ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:50.85
14 河野　賢治 ｺｳﾉ　ｹﾝｼﾞ 個人 山梨県 0:51.58
15 馬場先　功治 ﾊﾞﾊﾞｻｷ　ｺｳｼﾞ アミノサン 埼玉県 0:52.09
16 尾身　優介 ｵﾐ　ﾕｳｽｹ 個人 東京都 0:52.50
17 安藤　卓也 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾀｸﾔ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 0:53.18
18 山田　雄太 ﾔﾏﾀﾞ　ﾕｳﾀ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:53.27
19 金田　礼於 ｶﾈﾀﾞ　ﾚｵ ミミＳＣ 東京都 0:57.41
20 池田　圭佑 ｲｹﾀﾞ　ｹｲｽｹ まんぼうサガミ 相模原市 0:57.90
21 曽根　一馬 ｿﾈ　ｶｽﾞﾏ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:03.16
22 八代　直樹 ﾔｼﾛ ﾅｵｷ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:08.42
23 菊池　健太 ｷｸﾁ　ｹﾝﾀ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:09.36
24 鵜澤　建人 ｳｻﾞﾜ　ｹﾝﾄ ミミＳＣ 千葉県 1:21.32

弓削　陽介 ﾕｹﾞ　ﾖｳｽｹ 滋賀県立障害者福祉滋賀県 棄権

【男子　１００ｍ平泳ぎ】

[日本記録] 田中　康大 柏洋スイマーズ 1:11.08 2008.11 第25回日本身体障害者水泳選手権大会 

[大会記録] 田中　康大 柏洋スイマーズ 1:11.98 2006.06 第9回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 田中　康大 ﾀﾅｶ　ﾔｽﾋﾛ 柏洋ｽｲﾏｰｽﾞ 千葉市 1:12.37
2 林田　泰河 ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾀｲｶﾞ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:12.92
3 齋藤　毅 ｻｲﾄｳ　ﾂﾖｼ 個人 札幌市 1:15.70
4 村松　諒 ﾑﾗﾏﾂ　ﾘｮｳ ぺんぎん村 静岡県 1:18.01
5 六車　雄紀 ﾑｸﾞﾙﾏ　ﾕｳｷ 個人 岡山市 1:24.71
6 宮野　義基 ﾐﾔﾉ　ﾖｼｷ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:26.33
7 角尾　具洸 ﾂﾉｵ　ﾄﾓﾋﾛ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 1:28.12
8 佐藤　仁敏 ｻﾄｳ　ﾋﾄｼ グンゼＳＰ 滋賀県 1:29.61
9 前田　晃司 ﾏｴﾀﾞ　ｺｳｼﾞ 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 青森県 1:29.81
10 国本　考太 ｸﾆﾓﾄ　ｺｳﾀ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪市 1:31.24
11 川崎　隆志 ｶﾜｻｷ　ﾀｶｼ 香川育成会 香川県 1:36.54
12 平澤　翼 ﾋﾗｻﾜ　ﾂﾊﾞｻ ミミＳＣ 東京都 1:37.42
13 松山　航大 ﾏﾂﾔﾏ　ｺｳﾀ 中濃 岐阜県 1:37.53
14 渡辺　竜輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾂｷ 個人 静岡市 1:39.04
15 熊澤　秀昭 ｸﾏｻﾞﾜ　ﾋﾃﾞｱｷ 個人 愛知県 1:39.50
16 渡部　晃平 ﾜﾀﾍﾞ　ｺｳﾍｲ ミミＳＣ 東京都 1:42.04
17 渡辺　泰 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｲ 個人 茨城県 1:43.36
18 倉沢　元気 ｸﾗｻﾜ　ｹﾞﾝｷ ｱｸｱﾌｧｰｽﾄ 東京都 1:44.33
19 加藤　健太 ｶﾄｳ　ｹﾝﾀ 岐阜GUSH 岐阜県 1:46.20
20 五十川　和典 ｲｿｶﾜ　ｶｽﾞﾉﾘ 個人 愛知県 1:46.97
21 草分　利成 ｸｻﾜｹ　ﾄｼﾅﾘ アミノサン 埼玉県 1:47.76
22 渡部　賢 ﾜﾀﾍﾞ　ｹﾝ ミミＳＣ 東京都 1:51.67
23 安藤　卓也 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾀｸﾔ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 1:54.34
24 山田　雄太 ﾔﾏﾀﾞ　ﾕｳﾀ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:58.50
25 金田　礼於 ｶﾈﾀﾞ　ﾚｵ ミミＳＣ 東京都 2:07.19

弓削　陽介 ﾕｹﾞ　ﾖｳｽｹ 滋賀県立障害者福祉滋賀県 棄権
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【男子　２００ｍ平泳ぎ】

[日本記録] 田中　康大 柏洋スイマーズ 2:36.84 2009.07 2009INAS-FIDグローバル大会

[大会記録] 田中　康大 柏洋スイマーズ 2:40.19 2009.06 第12回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 齋藤　毅 ｻｲﾄｳ　ﾂﾖｼ 個人 札幌市 2:45.08
2 村松　諒 ﾑﾗﾏﾂ　ﾘｮｳ ぺんぎん村 静岡県 2:54.42
3 宮野　義基 ﾐﾔﾉ　ﾖｼｷ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 3:01.14
4 佐藤　仁敏 ｻﾄｳ　ﾋﾄｼ グンゼＳＰ 滋賀県 3:17.06
5 川崎　隆志 ｶﾜｻｷ　ﾀｶｼ 香川育成会 香川県 3:29.57
6 今津　崇善 ｲﾏﾂﾞ　ﾀｶﾖｼ Ａ・Ｓ・Ａ 兵庫県 4:10.63

【男子　５０ｍバタフライ】

[日本記録] 遠藤　竜大 個人 29.53 2008.11 第25回日本身体障害者水泳選手権大会 

[大会記録] 本郷　雅博 宮前ドルフィン 30.01 2009.06 第12回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 遠藤　竜大 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾘｭｳﾀ 個人 山形県 0:29.01 日本新、大会新
2 本郷　雅博 ﾎﾝｺﾞｳ　ﾏｻﾋﾛ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 0:30.55
3 六車　雄紀 ﾑｸﾞﾙﾏ　ﾕｳｷ 個人 岡山市 0:31.27
4 斉藤　大輔 ｻｲﾄｳ　ﾀﾞｲｽｹ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 0:32.39
5 佐々木　大輔 ｻｻｷ　ﾀﾞｲｽｹ 個人 山口県 0:32.97
6 谷口　宏之 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾋﾛﾕｷ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 0:33.63
7 村上　雄飛 ﾑﾗｶﾐ　ｶｽﾞﾀｶ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 0:35.29
8 堀本　晃希 ﾎﾘﾓﾄ　ｺｳｷ シャイニング 広島市 0:37.28
9 村田　龍太 ﾑﾗﾀ　ﾘｭｳﾀ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:37.81
10 小菅　仁 ｺｽｶﾞ　ﾋﾄｼ グンゼＳＰ 滋賀県 0:38.38
11 眞木　一騎 ﾏｷ　ｶｽﾞｷ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 0:38.60
12 山田　晋也 ﾔﾏﾀﾞ　ｼﾝﾔ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪府 0:40.02
13 佃　恵佑 ﾂｸﾀﾞ　ｹｲｽｹ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:41.34
14 藤原　新也 ﾌｼﾞﾜﾗ　ｼﾝﾔ シャイニング 広島市 0:45.49
15 賀川　登夢 ｶｶﾞﾜ　ﾄﾑ ミミＳＣ 東京都 0:45.95
16 横山　慎吾 ﾖｺﾔﾏ　ｼﾝｺﾞ まんぼうサガミ 相模原市 0:47.59
17 三谷　颯一郎 ﾐﾀﾆ　ｿｳｲﾁﾛｳ 岐阜GUSH 岐阜県 0:52.91
18 石川　和彦 ｲｼｶﾜ　ｶｽﾞﾋｺ おひさまｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:52.98
19 手嶋　大河 ﾃｼﾏ　ﾀｲｶﾞ 個人 岡山県 0:54.34
20 海老原　淳 ｴﾋﾞﾊﾗ　ｱﾂｼ まんぼうサガミ 相模原市 0:59.19
21 清水　葉介 ｼﾐｽﾞ　ﾖｳｽｹ おひさまｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:02.30
22 尾崎　寛晃 ｵｻﾞｷ　ﾋﾛｱｷ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:03.06
23 金本　聖史 ｶﾈﾓﾄ　ｻﾄｼ Ａ・Ｓ・Ａ 兵庫県 1:07.52
24 小鳥田　敬太 ｺﾄﾘﾀﾞ　ｹｲﾀ おひさまｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:23.33

【男子　１００ｍバタフライ】

[日本記録] 林田　泰河 宮前ドルフィン 1:04.65 2008.11 第25回日本身体障害者水泳選手権大会 

[大会記録] 林田　泰河 宮前ドルフィン 2:24.80 2008.06 第11回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 座安　将太 ｻﾞﾔｽ　ｼｮｳﾀ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 1:07.66
2 本郷　雅博 ﾎﾝｺﾞｳ　ﾏｻﾋﾛ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:08.86
3 武井　友佑 ﾀｹｲ　ﾕｳｽｹ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:10.70
4 斉藤　大輔 ｻｲﾄｳ　ﾀﾞｲｽｹ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:10.96
5 生松　穂高 ﾊｴﾏﾂ　ﾎﾀﾞｶ 静岡ぱしどる 静岡市 1:11.54
6 佐々木　大輔 ｻｻｷ　ﾀﾞｲｽｹ 個人 山口県 1:12.63
7 篠原　貴史 ｼﾉﾊﾗ　ﾀｶﾌﾐ 中濃 岐阜県 1:14.13
8 田仲　正和 ﾀﾅｶ　ﾏｻｶｽﾞ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:14.48
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9 佐野　秀樹 ｻﾉ　ﾋﾃﾞｷ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ さいたま市1:15.94
10 竹安　佳祐 ﾀｹﾔｽ　ｹｲｽｹ 個人 静岡県 1:20.78
11 柘植　英治 ﾂｹﾞ　ｴｲｼﾞ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 1:24.08
12 村上　雄飛 ﾑﾗｶﾐ　ｶｽﾞﾀｶ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:24.76
13 佃　恵佑 ﾂｸﾀﾞ　ｹｲｽｹ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:31.21
14 眞木　一騎 ﾏｷ　ｶｽﾞｷ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 1:31.52
15 小川　真輝 ｵｶﾞﾜ　ﾏｻｷ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 1:43.39
16 賀川　登夢 ｶｶﾞﾜ　ﾄﾑ ミミＳＣ 東京都 1:47.81
17 小林　貴裕 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｶﾋﾛ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:50.64

【男子　２００ｍバタフライ】

[日本記録] 林田　泰河 宮前ドルフィン 2:24.80 2008.06 第11回日本知的障害者水泳選手権大会

[大会記録] 林田　泰河 宮前ドルフィン 2:24.80 2008.06 第11回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 座安　将太 ｻﾞﾔｽ　ｼｮｳﾀ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 2:24.85
2 篠原　貴史 ｼﾉﾊﾗ　ﾀｶﾌﾐ 中濃 岐阜県 2:40.49
3 田仲　正和 ﾀﾅｶ　ﾏｻｶｽﾞ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 2:41.73
4 武井　友佑 ﾀｹｲ　ﾕｳｽｹ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 2:44.60
5 西尾　貴文 ﾆｼｵ　ﾀｶﾌﾐ 個人 岐阜県 2:47.77

【男子　２００ｍ個人メドレー】

[日本記録] 林田　泰河 宮前ドルフィン 2:25.34 2009.06 第12回日本知的障害者水泳選手権大会

[大会記録] 林田　泰河 宮前ドルフィン 2:25.34 2009.06 第12回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 吉川　哲史 ﾖｼｶﾜ　ｻﾄｼ 香川育成会 香川県 2:51.56
2 国本　考太 ｸﾆﾓﾄ　ｺｳﾀ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪市 2:54.21
3 竹安　佳祐 ﾀｹﾔｽ　ｹｲｽｹ 個人 静岡県 2:54.48
4 水野　義明 ﾐｽﾞﾉ　ﾖｼｱｷ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 2:58.06
5 田中　一真 ﾀﾅｶ　ｶｽﾞﾏ 個人 京都市 2:59.05
6 西尾　貴文 ﾆｼｵ　ﾀｶﾌﾐ 個人 岐阜県 2:59.10
7 相馬　康平 ｿｳﾏ　ｺｳﾍｲ 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 青森県 3:02.93
8 草分　利成 ｸｻﾜｹ　ﾄｼﾅﾘ アミノサン 埼玉県 3:27.26
9 迫丸　拓睴 ｻｺﾏﾙ　ﾋﾛｱｷ おひさまｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 3:45.53
10 橘高　孝太 ｷﾂﾀｶ　ｺｳﾀ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪府 失格

【男子　４００ｍ個人メドレー】

[日本記録] 林田　泰河 宮前ドルフィン 5:07.69 2009.06 第12回日本知的障害者水泳選手権大会

[大会記録] 林田　泰河 宮前ドルフィン 5:07.69 2009.06 第12回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 林田　泰河 ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾀｲｶﾞ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 5:06.65 日本新、大会新
2 石田　真一 ｲｼﾀﾞ　ｼﾝｲﾁ 高養ｸﾗﾌﾞ 兵庫県 5:37.16
3 前田　晃司 ﾏｴﾀﾞ　ｺｳｼﾞ 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 青森県 6:13.74

【女子　５０ｍ自由形】

[日本記録] 瀧山三智子 東レ 32.02 2005.09 第22回日本身体障害者水泳選手権大会

[大会記録] 瀧山三智子 東レ 32.40 2004.09 第7回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 永井　さやか ﾅｶﾞｲ　ｻﾔｶ ぺんぎん村 静岡県 0:36.94
2 小山　千穂 ｵﾔﾏ　ﾁﾎ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 0:38.70
3 露木　麻衣 ﾂﾕｷ　ﾏｲ 静岡ぱしどる 静岡市 0:40.89
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4 樋口　鈴奈 ﾋｸﾞﾁ　ﾘﾝﾅ 個人 大阪府 0:41.46
5 野村　萌 ﾉﾑﾗ　ﾓｴ 個人 札幌市 0:41.70
6 山下　真里佳 ﾔﾏｼﾀ　ﾏﾘｶ 岐阜GUSH 岐阜県 0:42.09
7 池永　久美子 ｲｹﾅｶﾞ　ｸﾐｺ 大阪およごう会 大阪府 0:45.20
8 井上　知奈美 ｲﾉｳｴ　ﾁﾅﾐ まんぼうサガミ 相模原市 0:46.75
9 有門　祥子 ｱﾘｶﾄﾞ　ｼｮｳｺ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 0:48.33
10 上原　つづ里 ｳｴﾊﾗ　ﾂﾂﾞﾘ 個人 東京都 0:48.91
11 酒井　玲奈 ｻｶｲ　ﾚﾅ 中濃 岐阜県 0:50.57
12 伊藤　友紀 ｲﾄｳ　ﾕｷ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 0:52.13
13 河崎　文香 ｶﾜｻｷ　ｱﾔｶ 個人 愛知県 0:52.29
14 中野　智恵莉 ﾅｶﾉ　ﾁｴﾘ 個人 徳島県 0:53.78
15 山口　敦子 ﾔｶﾞｸﾞﾁ　ｱﾂｺ シャイニング 広島市 0:54.78
16 鈴木　美乃里 ｽｽﾞｷ　ﾐﾉﾘ 岐阜GUSH 岐阜県 0:58.61
17 戸崎　善子 ﾄｻﾞｷ　ﾖｼｺ 静岡ぱしどる 静岡県 1:05.91
18 森　彩香 ﾓﾘ　ｱﾔｶ ミミＳＣ 東京都 1:09.42
19 森下　綾子 ﾓﾘｼﾀ ｱﾔｺ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:13.02
20 三浦　綾果 ﾐｳﾗ　ｱﾔｶ ミミＳＣ 東京都 1:22.59
21 鵜澤　彩 ｳｻﾞﾜ　ｱﾔ ミミＳＣ 千葉市 1:48.58

岩崎　智子 ｲﾜｻｷ　ﾄﾓｺ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 棄権
高橋　典子 ﾀｶﾊｼ　ﾉﾘｺ ｱｸｱﾌｧｰｽﾄ 埼玉県 棄権

【女子　１００ｍ自由形】

[日本記録] 瀧山三智子 個人 1:10.30 2007.09 第24回日本身体障害者水泳選手権大会

[大会記録] 瀧山三智子 東レ 1:11.35 2004.09 第７回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 瀧山　三智子 ﾀｷﾔﾏ　ﾐﾁｺ 個人 滋賀県 1:10.45 大会新
2 長内　春香 ｵｻﾅｲ　ﾊﾙｶ 秋田ブリコ 秋田県 1:18.94
3 一戸　蓮実 ｲﾁﾉﾍ　ﾊｽﾐ 高養ｸﾗﾌﾞ 神戸市 1:22.69
4 加藤　愛美 ｶﾄｳ　ﾏﾅﾐ 秋田ブリコ 秋田県 1:27.40
5 野村　萌 ﾉﾑﾗ　ﾓｴ 個人 札幌市 1:33.20
6 露木　麻衣 ﾂﾕｷ　ﾏｲ 静岡ぱしどる 静岡市 1:36.01
7 山下　真里佳 ﾔﾏｼﾀ　ﾏﾘｶ 岐阜GUSH 岐阜県 1:38.14
8 浅野　由季奈 ｱｻﾉ　ﾕｷﾅ 個人 名古屋市 1:42.62
9 井上　知奈美 ｲﾉｳｴ　ﾁﾅﾐ まんぼうサガミ 相模原市 1:49.20
10 大原　鈴菜 ｵｵﾊﾗ　ﾘﾅ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ名古屋市 1:50.79
11 池永　久美子 ｲｹﾅｶﾞ　ｸﾐｺ 大阪およごう会 大阪府 1:54.01
12 酒井　玲奈 ｻｶｲ　ﾚﾅ 中濃 岐阜県 1:58.11
13 山口　敦子 ﾔｶﾞｸﾞﾁ　ｱﾂｺ シャイニング 広島市 2:12.08
14 三浦　綾果 ﾐｳﾗ　ｱﾔｶ ミミＳＣ 東京都 2:41.66

中野　智恵莉 ﾅｶﾉ　ﾁｴﾘ 個人 徳島県 失格

【女子　２００ｍ自由形】

[日本記録] 瀧山三智子 個人 2:35.16 2010.03 平成21年度 JSFD記録会 ｉｎ 静岡

[大会記録] 瀧山三智子 東レ 2:39.18 2006.06 第９回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 瀧山　三智子 ﾀｷﾔﾏ　ﾐﾁｺ 個人 滋賀県 2:32.95 日本新、大会新
2 賀知　笑理 ｶﾁ　ｴﾘ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ静岡市 2:42.07
3 杉浦　瑞穂 ｽｷﾞｳﾗ　ﾐｽﾞﾎ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 2:57.01
4 森泉　亜美 ﾓﾘｲｽﾞﾐ　ｱﾐ アミノサン 埼玉県 2:58.39
5 山根　准子 ﾔﾏﾈ　ｼﾞｭﾝｺ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪府 3:02.66
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6 名生　恵 ﾐｮｳ　ﾒｸﾞﾐ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 3:05.53
7 渡邉　麗美 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾚﾐ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 3:05.71
8 長井　春佳 ﾅｶﾞｲ　ﾊﾙｶ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 3:18.38
9 一戸　蓮実 ｲﾁﾉﾍ　ﾊｽﾐ 高養ｸﾗﾌﾞ 神戸市 3:19.89

【女子　４００ｍ自由形】

[日本記録] 瀧山三智子 東レ 5:35.54 2006.07 2006ジャパンパラリンピック

[大会記録] 瀧山三智子 個人 5:38.16 2009.06 第１２回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 渡辺　真実鼓 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏﾐｺ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 6:18.01
2 田中　久美子 ﾀﾅｶ　ｸﾐｺ 個人 東京都 8:40.39
3 有門　祥子 ｱﾘｶﾄﾞ　ｼｮｳｺ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 7:58.23

【女子　８００ｍ自由形】

[日本記録] 賀知　笑理 ぴぃーすＳＣ 12:31.16 2009.06 第12回日本知的障害者水泳選手権大会

[大会記録] 賀知　笑理 ぴぃーすＳＣ 12:31.16 2009.06 第１２回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 鈴木　千絵子 ｽｽﾞｷ　ﾁｴｺ 個人 千葉県 13:07.53
2 田中　久美子 ﾀﾅｶ　ｸﾐｺ 個人 東京都 17.08.36

【女子　５０ｍ背泳ぎ】

[日本記録] 西尾　佳子 個人 37.72 2000.12 第3回日本知的障害者水泳選手権大会

[大会記録] 西尾　佳子 個人 37.72 2000.12 第３回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 渡辺　真実鼓 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏﾐｺ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 0:41.57
2 小川　かおり ｵｶﾞﾜ　ｶｵﾘ 個人 兵庫県 0:41.69
3 村上　彩 ﾑﾗｶﾐ　ｱﾔ 高養ｸﾗﾌﾞ 神戸市 0:48.02
4 坪井　理恵 ﾂﾎﾞｲ　ﾘｴ 個人 岡山県 0:49.28
5 平野　愛奈 ﾋﾗﾉ　ｱｲﾅ ミミＳＣ 東京都 0:56.38
6 上原　つづ里 ｳｴﾊﾗ　ﾂﾂﾞﾘ 個人 東京都 0:59.64
7 鈴木　美乃里 ｽｽﾞｷ　ﾐﾉﾘ 岐阜GUSH 岐阜県 1:12.01
8 森　彩香 ﾓﾘ　ｱﾔｶ ミミＳＣ 東京都 1:16.52
9 高橋　香緒梨 ﾀｶﾊｼ　ｶｵﾘ 静岡ぱしどる 静岡市 1:25.00

【女子　１００ｍ背泳ぎ】

[日本記録] 西尾　佳子 個人 1:18.56 2009.07 2009ジャパンパラリンピック

[大会記録] 西尾　佳子 個人 1:18.57 2008.06 第１１回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 西尾　佳子 ﾆｼｵ　ﾖｼｺ 個人 京都府 1:17.93 日本新、大会新
2 名生　恵 ﾐｮｳ　ﾒｸﾞﾐ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 1:37.96
3 大取　真央 ｵｵﾄﾘ　ﾏｵ トライムＳＣ 神戸市 1:40.50
4 加藤　愛美 ｶﾄｳ　ﾏﾅﾐ 秋田ブリコ 秋田県 1:42.86
5 大原　鈴菜 ｵｵﾊﾗ　ﾘﾅ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ名古屋市 1:50.47
6 長井　春佳 ﾅｶﾞｲ　ﾊﾙｶ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ愛知県 1:55.68
7 平野　愛奈 ﾋﾗﾉ　ｱｲﾅ ミミＳＣ 東京都 2:07.84
8 神山　和彩 ｺｳﾔﾏ　ｶｽﾞｻ 中濃 岐阜県 2:16.16
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【女子　２００ｍ背泳ぎ】

[日本記録] 西尾　佳子 個人 2:45.10 2009.06 第12回日本知的障害者水泳選手権大会

[大会記録] 西尾　佳子 個人 2:45.10 2009.06 第１２回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 西尾　佳子 ﾆｼｵ　ﾖｼｺ 個人 京都府 2:39.72 日本新、大会新
2 大取　真央 ｵｵﾄﾘ　ﾏｵ トライムＳＣ 神戸市 3:38.01

【女子　５０ｍ平泳ぎ】

[日本記録] 中村美沙枝 岡崎竜城ＳＣ 44.87 2000.12 第3回日本知的障害者水泳選手権大会

[大会記録] 中村美沙枝 岡崎竜城ＳＣ 44.87 2000.12 第３回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

1 山本　紫 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｶﾘ 大阪およごう会 大阪市 0:45.96
2 長澤　綾子 ﾅｶﾞｻﾞﾜ　ｱﾔｺ ミミＳＣ 東京都 0:53.96
3 大和　みずほ ﾔﾏﾄ　ﾐｽﾞﾎ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪府 0:57.80
4 神山　和彩 ｺｳﾔﾏ　ｶｽﾞｻ 中濃 岐阜県 1:05.12
5 戸崎　善子 ﾄｻﾞｷ　ﾖｼｺ 静岡ぱしどる 静岡県 1:07.44
6 鵜澤　彩 ｳｻﾞﾜ　ｱﾔ ミミＳＣ 千葉市 2:01.05

【女子　１００ｍ平泳ぎ】

[日本記録] 西村真優子 東京ＹＭＣＡ 1:37.19 2005.06 第8回日本知的障害者水泳選手権大会

[大会記録] 西村真優子 東京ＹＭＣＡ 1:37.19 2005.06 第８回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

山根　准子 ﾔﾏﾈ　ｼﾞｭﾝｺ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪府 1:40.51
賀知　笑理 ｶﾁ　ｴﾘ ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌ静岡市 1:40.57
山本　紫 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｶﾘ 大阪およごう会 大阪市 1:42.90
渡邉　麗美 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾚﾐ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 1:50.35
長澤　綾子 ﾅｶﾞｻﾞﾜ　ｱﾔｺ ミミＳＣ 東京都 2:07.33
大和　みずほ ﾔﾏﾄ　ﾐｽﾞﾎ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪府 2:12.78

【女子　２００ｍ平泳ぎ】

[日本記録] 西村真優子 東京ＹＭＣＡ 3:29.49 2007.08 2007INAS-FID世界選手権大会

[大会記録] 西村真優子 東京ＹＭＣＡ 3:32.63 2008.06 第１１回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

鈴木　千絵子 ｽｽﾞｷ　ﾁｴｺ 個人 千葉県 3:36.89

【女子　５０ｍバタフライ】

[日本記録] 荻迫　真恵 北九州クラブ 35.55 2002.09 第5回日本知的障害者水泳選手権大会

[大会記録] 荻迫　真恵 北九州クラブ 35.55 2002.09 第５回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

小山　千穂 ｵﾔﾏ　ﾁﾎ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 川崎市 0:44.10
永井　さやか ﾅｶﾞｲ　ｻﾔｶ ぺんぎん村 静岡県 0:46.62
坪井　理恵 ﾂﾎﾞｲ　ﾘｴ 個人 岡山県 0:46.79
岩崎　智子 ｲﾜｻｷ　ﾄﾓｺ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:02.43
伊藤　友紀 ｲﾄｳ　ﾕｷ おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 東京都 1:07.75
河崎　文香 ｶﾜｻｷ　ｱﾔｶ 個人 愛知県 1:17.05

【女子　１００ｍバタフライ】
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[日本記録] 荻迫　真恵 北九州クラブ 1:25.13 2004.08 2004ジャパンパラリンピック

[大会記録] 荻迫　真恵 北九州クラブ 1:28.33 2005.06 第８回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

小島　江梨 ｺｼﾞﾏ　ｴﾘ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 1:29.11
森泉　亜美 ﾓﾘｲｽﾞﾐ　ｱﾐ アミノサン 埼玉県 1:32.79
杉浦　瑞穂 ｽｷﾞｳﾗ　ﾐｽﾞﾎ ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 東京都 1:33.65
小川　かおり ｵｶﾞﾜ　ｶｵﾘ 個人 兵庫県 1:36.16
岡村　実幸 ｵｶﾑﾗ　ﾐﾕｷ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪市 1:53.03

【女子　２００ｍバタフライ】

[日本記録] 小島　江梨 宮前ドルフィン 3:27.76 2009.06 第12回日本知的障害者水泳選手権大会

[大会記録] 小島　江梨 宮前ドルフィン 3:27.76 2009.06 第１２回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

小島　江梨 ｺｼﾞﾏ　ｴﾘ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 3:38.42

【女子　２００ｍ個人メドレー】

[日本記録] 西尾　佳子 個人 2:56.80 2009.07 2009ジャパンパラリンピック

[大会記録] 賀知　笑理 個人 3:15.94 2008.06 第１１回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

長内　春香 ｵｻﾅｲ　ﾊﾙｶ 秋田ブリコ 秋田県 3:17.86
村上　彩 ﾑﾗｶﾐ　ｱﾔ 高養ｸﾗﾌﾞ 神戸市 3:41.48
岡村　実幸 ｵｶﾑﾗ　ﾐﾕｷ Ａ・Ｓ・Ａ 大阪市 3:57.06
浅野　由季奈 ｱｻﾉ　ﾕｷﾅ 個人 名古屋市 4:21.79

【２００ｍメドレーリレー】

[日本記録] 日本選抜　遠藤、田中、林田、首藤2:07.55 2009.07 2009INAS-FIDグローバル大会

[大会記録] 2:15.79 2009.06 第１２回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 2:18.51
コスモスＳＣ 2:18.81
Ａ・Ｓ・Ａ 2:27.66
ミミＳＣ 2:29.86
グンゼＳＰ 2:33.86
大阪およごう会 2:37.55
静岡ぱしどる 2:47.78
ぴぃーすＳＣ 3:01.31
岐阜GUSH 3:14.44
まんぼうサガミ 3:51.76
中濃 4:40.87

【２００ｍフリーリレー】

[日本記録] 日本選抜　遠藤、三浦、伊藤、首藤1:55.43 2007.08 2007INAS-FID世界選手権大会

[大会記録] 1:56.45 2009.06 第１２回大会

氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム 摘要

宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 1:56.14
ぺんぎん村 2:01.05
ぴぃーすＳＣ 2:07.64
おともだちｽｲﾐﾝｸﾞ 2:08.79

宮前ドルフィン

宮前ドルフィン
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青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 2:15.76
高養ｸﾗﾌﾞ 2:16.04
コスモスＳＣ 2:16.94
岐阜GUSH 2:40.82
Ａ・Ｓ・Ａ 2:58.82
まんぼうサガミ 3:04.08
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【日本新記録】

男子　１００ｍ背泳ぎ 遠藤　竜大 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾘｭｳﾀ 個人 山形県 1:07.50 日本新、大会新

男子　５０ｍバタフライ 遠藤　竜大 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾘｭｳﾀ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 山形県 0:29.01 日本新、大会新

男子　４００ｍ個人メドレー 林田　泰河 ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾀｲｶﾞ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 5:06.65 日本新、大会新

女子　２００ｍ自由形 瀧山　三智子 ﾀｷﾔﾏ　ﾐﾁｺ 個人 滋賀県 2:32.95 日本新、大会新

女子　１００ｍ背泳ぎ 西尾　佳子 ﾆｼｵ　ﾖｼｺ 個人 京都府 1:17.93 日本新、大会新

女子　２００ｍ背泳ぎ 西尾　佳子 ﾆｼｵ　ﾖｼｺ 個人 京都府 2:39.72 日本新、大会新

【大会新記録】

男子　５０ｍ自由形 福留　竜平 ﾌｸﾄﾒ　ﾘｭｳﾍｲ 岡崎竜城SC 愛知県 0:27.28 大会新

男子　１００ｍ自由形 宮崎　哲 ﾐﾔｻﾞｷ　ｻﾄﾙ 個人 札幌市 0:59.27 大会新

男子　２００ｍ自由形 首藤　隆志 ｼｭﾄｳ　ﾀｶｼ トライムＳＣ 仙台市 2:07.08 大会新

男子　１００ｍ背泳ぎ 遠藤　竜大 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾘｭｳﾀ 個人 山形県 1:07.50 日本新、大会新

男子　１００ｍ背泳ぎ 長尾　智之 ﾅｶﾞｵ　ﾄﾓﾕｷ ミミＳＣ 東京都 1:08.98 大会新

男子　５０ｍバタフライ 遠藤　竜大 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾘｭｳﾀ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 山形県 0:29.01 日本新、大会新

男子　４００ｍ個人メドレー 林田　泰河 ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾀｲｶﾞ 宮前ﾄﾞﾙﾌｨ 横浜市 5:06.65 日本新、大会新

女子　１００ｍ自由形 瀧山　三智子 ﾀｷﾔﾏ　ﾐﾁｺ 個人 滋賀県 1:10.45 大会新

女子　２００ｍ自由形 瀧山　三智子 ﾀｷﾔﾏ　ﾐﾁｺ 個人 滋賀県 2:32.95 日本新、大会新

女子　１００ｍ背泳ぎ 西尾　佳子 ﾆｼｵ　ﾖｼｺ 個人 京都府 1:17.93 日本新、大会新

女子　２００ｍ背泳ぎ 西尾　佳子 ﾆｼｵ　ﾖｼｺ 個人 京都府 2:39.72 日本新、大会新
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