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種目 氏名 所属 タイム

【男子】 福留　竜平 岡崎竜城ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 0:26.86

竹内　倫行 大阪およごう会 0:28.47

大橋　海斗 宮前ドルフィン 0:28.87

平松　武 個人 0:28.94

坂西　大 ｱｸｱﾌｧｰｽﾄ 0:29.07

六車　雄紀 個人 0:29.78

佐野　秀樹 ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 0:31.93

首藤　隆志 TRYMｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 0:58.56

宮崎　哲 個人 0:58.81

鴨　弘之 ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1:00.10

高柳　春貴 ぺんぎん村水泳教室 1:00.75

福留　竜平 岡崎竜城ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1:01.67

石田　真一 高養ｸﾗﾌﾞ 1:02.57

尾崎　佑樹 個人 1:03.13

三浦　一歩 TRYMｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1:03.91

上田　真義 宮前ドルフィン 1:04.40

竹内　倫行 大阪およごう会 1:04.56

金村　光将 岐阜県立中濃特別支援学校 1:04.59

廻谷　駿介 宮前ドルフィン 1:05.61

松田　健一郎 個人 1:06.19

吉田　雄城 個人 1:06.37

市川　良 ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1:06.45

平松　武 個人 1:07.17

坂西　大 ｱｸｱﾌｧｰｽﾄ 1:07.84

生松　穂高 ぺんぎん村水泳教室 1:08.76

篠原　貴史 岐阜県立中濃特別支援学校 1:09.97

森　晴毅 個人 1:13.70

宮崎　哲 個人 2:06.31 日本新記録

津川　拓也 大阪およごう会 2:06.90 日本新記録

首藤　隆志 TRYMｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2:09.39

高柳　春貴 ぺんぎん村水泳教室 2:13.97

金村　光将 岐阜県立中濃特別支援学校 2:20.02

三浦　一歩 TRYMｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2:20.23

山田　雅徳 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 2:23.61

田中　一真 個人 2:26.68

松田　健一郎 個人 2:27.79

100m自由形

200m自由形
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吉田　雄城 個人 2:30.30

長尾　智之 ﾐﾐｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 0:29.28 日本新記録、世界新記録

田中　陽如 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 0:35.88

伊藤　宏一郎 ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 0:38.54

津川　拓也 大阪およごう会 1:08.70

鴨　弘之 ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1:11.64

大橋　海斗 宮前ドルフィン 1:14.08

尾崎　佑樹 個人 1:14.27

橘高　孝太 特定非営利活動法人ゆらら 1:16.92

田中　陽如 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 1:17.04

市川　良 ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1:19.55

山田　雅徳 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 1:20.71

森　晴毅 個人 1:21.97

伊藤　宏一郎 ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1:23.57

齋藤　毅 個人 0:35.74

村松　諒 ぺんぎん村水泳教室 0:35.09

田中　康大 柏洋ｽｲﾏｰｽﾞ 0:32.87

角尾　具洸 宮前ドルフィン 0:37.45

田中　康大 柏洋ｽｲﾏｰｽﾞ 1:10.04 日本新記録

林田　泰河 宮前ドルフィン 1:13.25

齋藤　毅 個人 1:16.54

村松　諒 ぺんぎん村水泳教室 1:16.88

角尾　具洸 宮前ドルフィン 1:22.20

前田　晃司 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 1:25.09

国本　考太 特定非営利活動法人ゆらら 1:32.84

佐藤　仁敏 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 1:38.03

遠藤　竜太 個人 0:28.81 日本新記録

本郷　雅博 宮前ドルフィン 0:29.88

武井　友佑 宮前ドルフィン 0:31.88

佐々木　大輔 個人 0:31.92

山口　淳一 個人 0:32.07

六車　雄紀 個人 0:32.50

竹安　佳祐 個人 0:34.08

前田　晃司 青い森ｽｲﾏｰｽﾞ 0:35.58

長尾　智之 ﾐﾐｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1:03.85 日本新記録

遠藤　竜太 個人 1:05.58

本郷　雅博 宮前ドルフィン 1:06.44

座安　将太 宮前ドルフィン 1:07.06

武井　友佑 宮前ドルフィン 1:09.67

山口　淳一 個人 1:09.82

100m背泳ぎ

50m背泳ぎ

50m平泳ぎ

100m平泳ぎ

50mバタフライ



生松　穂高 ぺんぎん村水泳教室 1:11.33

佐々木　大輔 個人 1:12.99

篠原　貴史 岐阜県立中濃特別支援学校 1:13.35

田仲　正和 宮前ドルフィン 1:13.61

佐野　秀樹 ｺｽﾓｽｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1:14.02

西尾　貴文 個人 1:17.75

佐藤　仁敏 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 1:20.38

林田　泰河 宮前ドルフィン 2:25.52

石田　真一 高養ｸﾗﾌﾞ 2:35.32

座安　将太 宮前ドルフィン 2:37.72

廻谷　駿介 宮前ドルフィン 2:49.93

田中　一真 個人 2:51.55

橘高　孝太 特定非営利活動法人ゆらら 2:53.14

国本　考太 特定非営利活動法人ゆらら 2:56.26

竹安　佳祐 個人 2:59.19

西尾　貴文 個人 3:00.18

種目 氏名 所属 タイム

【女子】 一戸　蓮実 高養ｸﾗﾌﾞ 0:33.77

小川　かおり 個人 0:36.34

永井　さやか ぺんぎん村水泳教室 0:35.85

渡邉　麗美 宮前ドルフィン 1:15.47

渡辺　真実鼓 ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1:19.92

大取　真央 TRYMｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1:20.22

森泉　亜美 アミノサン 1:20.62

瀧山　三智子 個人 2:34.35

賀知　笑理 ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2:43.68

渡邉　麗美 宮前ドルフィン 2:55.47

長内　春香 秋田県障害者水泳協会 2:56.62

渡辺　真実鼓 ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 3:01.17

森泉　亜美 アミノサン 3:01.62

大取　真央 TRYMｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 3:04.41

名生　恵 宮前ドルフィン 3:06.73

西尾　佳子 個人 1:17.97

山根　准子 特定非営利活動法人ゆらら 1:35.96

名生　恵 宮前ドルフィン 1:37.08

50m平泳ぎ 山本　紫 大阪およごう会 0:47.77

山根　准子 特定非営利活動法人ゆらら 1:39.77

長内　春香 秋田県障害者水泳協会 1:41.48

山本　紫 大阪およごう会 1:45.39

200m個人メドレー

50m自由形

100m自由形

100mバタフライ

200m自由形

100m背泳ぎ

100m平泳ぎ



一戸　蓮実 高養ｸﾗﾌﾞ 1:45.83

小島　江梨 宮前ドルフィン 0:35.47

村上　彩 高養ｸﾗﾌﾞ 0:44.65

永井　さやか ぺんぎん村水泳教室 0:44.91

小島　江梨 宮前ドルフィン 1:24.60

小川　かおり 個人 1:44.43

西尾　佳子 個人 2:58.80

賀知　笑理 ぴぃーすｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 3:05.86

村上　彩 高養ｸﾗﾌﾞ 3:40.56

200m個人メドレー

50mバタフライ

100mバタフライ


