
1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.1 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    31.72
大会記録　    46.68

順位
≪ グループＢ ≫

太田  空良 岡崎竜城ＳＣ     57.401/ 21 小6
長沼  明季 すくすく岐阜   1:00.341/ 1OPN 小5

No.1 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    31.72

順位
≪ グループＣ ≫

岡田  彩花 個人・岐阜     52.621/ 31 中3
岩井  七虹 すくすく岐阜   1:19.081/ 42 中1

No.1 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    31.72

順位
≪ グループＤ ≫

小川  春菜 ぴぃ～すＳＣ     34.011/ 61 一般
近藤  瑞紀 個人・埼玉     38.071/ 72 一般
木村日菜子 岡崎竜城ＳＣ     58.851/ 8 *手動3 一般

No.1 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    31.72
大会記録　    32.40

順位
≪ グループＥ ≫

永井さやか ぺんぎん村     38.072/ 41 一般
中村美沙枝 個人・愛知     38.182/ 52 一般
堂本  博予 レインボー     39.782/ 33 一般
松崎佳雅里 ウルスタ   1:25.912/ 24 一般
三宅  佐季 すくすく岐阜   1:34.592/ 65 一般

出力日時：12月14日  9:33



1 / 2第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.2 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    25.75
大会記録　  1:08.75

順位
≪ グループＡ ≫

今井  喜彦 個人・愛知   1:19.774/ 2OPN 小3

No.2 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    25.75
大会記録　    37.16

順位
≪ グループＢ ≫

水引  鷹吾 個人・京都     34.761/ 41 小4
･大会新

工藤  峻希 まんぼう相模     53.881/ 52 小6
阿部  一路 ぴぃ～すＳＣ     56.771/ 33 小5
大和  徳仁 めだかＳＣ     41.221/ 7OPN 小6
津覇海那人 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     48.471/ 2 *手動OPN 小4
山本良太郎 ヤマダーズ   1:03.781/ 6OPN 小5
松前  行視 すくすく岐阜   ﾀｯﾁ違反1/ 8OPN 小6

No.2 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    25.75

順位
≪ グループＣ ≫

橋爪  雄哉 個人・兵庫     30.003/ 31 中2
山口  源起 個人・北海道     30.043/ 62 中2
加地  竜也 個人・千葉     31.653/ 53 中3
秋本慎ノ介 ｴﾌｫｰﾄＳＣ     35.333/ 24 中2
掛川  和馬 ぺんぎん村     35.623/ 45 中1
早川  航平 個人・東京     38.552/ 46 中2
岡本  間次 めだかＳＣ     39.822/ 87 中3
岩本晃太朗 めだかＳＣ     42.372/ 58 中2
三浦    翔 ヤマダーズ   1:03.572/ 79 中1
布川  結太 ぴぃ～すＳＣ   1:05.172/ 110 中3
吉田  光希 ぴぃ～すＳＣ   1:07.022/ 611 中2
宇佐見亮翔 個人・愛知     35.983/ 7中2

*SS*
川村  がく 個人・神奈川     51.943/ 1中2

*SS*
鈴木  遼馬 岡崎竜城ＳＣ   1:03.922/ 2中2

*SS*
匹田  蒔士 個人・愛知   1:04.372/ 3中3

*SS*

No.2 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    25.75
大会記録　    26.08

順位
≪ グループＤ ≫

中島  啓智 個人・千葉     25.766/ 41 一般
･大会新

伊藤    拓 岐阜ミナモ     27.856/ 52 一般
有村    陸 鹿児島情報高     28.876/ 13 一般
北村  拓海 がんばらんば     28.906/ 34 一般
木村  旭宏 岐阜ＧＵＳＨ     28.996/ 65 一般
久永  和典 大阪泳ごう会     29.036/ 26 一般
野村    塁 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     29.326/ 77 一般
櫻田    開 個人・愛媛     30.175/ 48 一般
坂田  雄治 ＵＳＡＣ     31.185/ 39 一般
長谷川  蓮 ＨＩＲＯ’ｓ     31.645/ 510 一般
橋本  雄平 個人・北海道     34.685/ 611 一般
保田  純平 まんぼう相模     36.025/ 712 一般

出力日時：12月14日  9:33



2 / 2第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.2 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    25.75
大会記録　    26.08

順位
≪ グループＤ ≫

堀場  滉生 Ｔ．Ｏ．Ｄ     38.065/ 213 一般
髙山  雄大 ミミＳＣ     39.214/ 614 一般
岩井  佑樹 すくすく岐阜     59.474/ 515 一般
海老名那哉 すくすく岐阜   1:14.084/ 816 一般
後藤  大稀 ぺんぎん村     35.505/ 1一般

*SS*
富澤  怜史 個人・東京  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ5/ 8一般

No.2 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    25.75

順位
≪ グループＥ ≫

信岡  洸仁 個人・京都     27.1811/ 51 一般
福留  竜平 岡崎竜城ＳＣ     27.4611/ 42 一般
鴨    弘之 個人・愛知     27.9411/ 33 一般
志村  悠辰 おともだちＳ     28.8210/ 54 一般
坂西    大 アクアＦ     29.0011/ 25 一般
大橋  海斗 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     29.0411/ 86 一般
市川    良 ぴぃ～すＳＣ     29.1410/ 87 一般
出羽  宥哉 光都ＳＣ     29.2811/ 78 一般
上田  真義 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     29.3511/ 19 一般
柘植  英治 ぴぃ～すＳＣ     29.4810/ 710 一般
髙柳  直樹 静岡ぱしどる     30.499/ 611 一般
引地  晃平 おともだちＳ     30.5610/ 112 一般
池田  真隆 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     30.6410/ 313 一般
松原  彰儀 アース製薬     30.7111/ 614 一般
川又  圭佑 個人・茨城     30.929/ 415 一般
品川  有稀 岐阜ミナモ     31.0010/ 616 一般
古賀    壮 がんばらんば     31.389/ 517 一般
中村  光章 ＡＴＪ     32.049/ 118 一般
三品健二朗 岐阜ミナモ     32.1810/ 219 一般
鎌倉  友記 おともだちＳ     32.649/ 720 一般
藤本    陽 ビバ     32.869/ 321 一般
小林  大輝 岐阜ミナモ     35.639/ 822 一般
橋本  大輝 メドッツ八戸     37.118/ 423 一般
杁山  寛樹 ヤマダーズ     37.668/ 624 一般
大倉  晃次 ゆらら     37.848/ 325 一般
平野  隆介 がんばらんば     38.728/ 526 一般
田中  琢己 岡崎竜城ＳＣ     40.828/ 127 一般
浅野  一義 ヤマダーズ     41.868/ 828 一般
山内  昂志 ミミＳＣ     43.507/ 529 一般
保田  眞吾 まんぼう相模     45.197/ 430 一般
佐藤  祐貴 ＡＦＡＳ村上     45.877/ 631 一般
小川  諒輔 ぴぃ～すＳＣ     50.217/ 332 一般
渡辺    歩 個人・石川     50.238/ 733 一般
山田  祥平 岡崎竜城ＳＣ     50.447/ 234 一般
鶴森  信保 個人・石川     54.417/ 135 一般
谷    雅斗 イルカ     58.867/ 8 *手動36 一般
牧野  祐己 岐阜ミナモ   1:05.107/ 737 一般
野村  拳大 すくすく岐阜   1:05.906/ 838 一般
小林  知紘 岡崎竜城ＳＣ  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ8/ 2一般
菅原  悠吾 大阪泳ごう会  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ9/ 2一般

出力日時：12月14日  9:33



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.3 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    35.65
大会記録　    52.07

順位
≪ グループＢ ≫

太田  空良 岡崎竜城ＳＣ   1:11.681/ 11 小6

No.3 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    35.65

順位
≪ グループＣ ≫

岩井  七虹 すくすく岐阜   1:53.281/ 2 *手動1 中1

No.3 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    35.65

順位
≪ グループＤ ≫

千原  玉青 個人・京都     36.141/ 41 一般
福井  香澄 滋賀友泳会     37.151/ 52 一般
荒井  麻緒 ヤマダーズ     51.771/ 63 一般
木村日菜子 岡崎竜城ＳＣ   1:06.231/ 74 一般
篠田  明果 めだかＳＣ   1:08.661/ 85 一般

No.3 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    35.65
大会記録　    42.55

順位
≪ グループＥ ≫

賀村  友理 がんばらんば     46.082/ 51 一般
山﨑  愛子 ヤマダーズ     50.162/ 42 一般
浅野由季奈 イルカ     51.272/ 33 一般
山口  真由 イルカ     59.522/ 64 一般
神山  泰葉 すくすく岐阜   1:01.682/ 25 一般
蜷川  温恵 ヤマダーズ   1:14.842/ 76 一般
三宅  佐季 すくすく岐阜   1:30.052/ 17 一般

出力日時：12月14日  9:33



1 / 2第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.4 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    29.28
大会記録　    49.76

順位
≪ グループＢ ≫

阿部  一路 ぴぃ～すＳＣ   1:00.781/ 41 小5
浜本真太郎 ヤマダーズ   1:14.131/ 5OPN 小6

No.4 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    29.28

順位
≪ グループＣ ≫

船山  涼平 ミミＳＣ     46.512/ 51 中3
掛川  和馬 ぺんぎん村     52.342/ 42 中1
鈴木  遼馬 岡崎竜城ＳＣ     58.992/ 23 中2
喜島    玄 岡崎竜城ＳＣ   1:09.792/ 84 中1
吉田  光希 ぴぃ～すＳＣ   1:20.432/ 7 *手動5 中2
河嶋  丈瑠 個人・岐阜   1:00.702/ 6中3

*SS*
匹田  蒔士 個人・愛知   1:13.702/ 1中3

*SS*
豊﨑    響 岡崎竜城ＳＣ   ﾀｯﾁ違反2/ 3中1

No.4 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    29.28
大会記録　    30.39

順位
≪ グループＤ ≫

五十嵐幸宏 エスポ袋井     34.923/ 41 一般
富澤  怜史 個人・東京     46.863/ 6 *手動2 一般
宮尾    旭 ウルスタ   1:10.123/ 2 *手動3 一般
海老名那哉 すくすく岐阜   1:26.853/ 7 *手動4 一般
匹田    望 個人・愛知     46.723/ 3一般

*SS*

No.4 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    29.28

順位
≪ グループＥ ≫

津川  拓也 ＡＮＡＷＯ     31.426/ 41 一般
松岡  哲士 ビバ     36.396/ 52 一般
小野  啓吾 ミミＳＣ     36.796/ 33 一般
森    晴毅 個人・静岡     36.866/ 64 一般
井出  直継 ミミＳＣ     37.606/ 25 一般
稲葉  優作 ミミＳＣ     41.716/ 16 一般
神      大 青い森     42.715/ 47 一般
三宅  修平 岐阜ＧＵＳＨ     44.266/ 88 一般
酒井  信志 めだかＳＣ     46.675/ 29 一般
河野  賢治 個人・山梨     46.915/ 610 一般
小田切義貴 ウルスタ     47.226/ 711 一般
天野滉一郎 がんばらんば     48.755/ 3 *手動12 一般
平野  隆介 がんばらんば     48.775/ 513 一般
細川侑一郎 岐阜ＧＵＳＨ     49.315/ 814 一般
小林  貴大 ウルスタ     56.464/ 315 一般
鶴森  信保 個人・石川     57.564/ 416 一般
金井  仁志 個人・愛知     58.525/ 117 一般
山田  祥平 岡崎竜城ＳＣ   1:00.884/ 518 一般
大塚    潤 個人・兵庫   1:02.084/ 219 一般
保田  眞吾 まんぼう相模   1:03.174/ 620 一般
小川  諒輔 ぴぃ～すＳＣ   1:09.724/ 7 *手動21 一般
野村  拳大 すくすく岐阜  泳法違反4/ 1一般

出力日時：12月14日  9:33



2 / 2第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.4 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    29.28

順位
≪ グループＥ ≫

田中  琢己 岡崎竜城ＳＣ  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ5/ 7一般

出力日時：12月14日  9:33



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.5 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    41.05

順位
≪ グループＢ ≫

服部  綾香 すくすく岐阜     53.841/ 11 小6

No.5 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    41.05

順位
≪ グループＤ ≫

篠田  明果 めだかＳＣ     58.541/ 31 一般
雲林院真子 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:00.351/ 22 一般

No.5 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    41.05
大会記録　    44.22

順位
≪ グループＥ ≫

山根  准子 ゆらら     43.122/ 41 一般
･大会新

池本  夏綺 ウルスタ     49.802/ 62 一般
中村美沙枝 個人・愛知     50.142/ 53 一般
賀村  友理 がんばらんば     50.182/ 34 一般
和田  愛理 光都ＳＣ     57.052/ 25 一般
奥西  麻江 おともだちＳ   1:04.822/ 76 一般
室田  花菜 ゆらら   1:05.952/ 87 一般
伊藤  友紀 おともだちＳ   1:08.382/ 18 一般
竹内小百合 おともだちＳ   1:13.971/ 79 一般
岩田    芽 ヤマダーズ   1:17.221/ 610 一般
山田  恭子 個人・福井   1:22.771/ 511 一般

出力日時：12月14日  9:33



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.6 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    32.45
大会記録　    46.58

順位
≪ グループＢ ≫

大和  徳仁 めだかＳＣ   1:02.061/ 1OPN 小6

No.6 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    32.45

順位
≪ グループＣ ≫

加納  渉伍 個人・愛知     45.292/ 21 中2
岡本    峻 早稲田ＳＳ     51.342/ 32 中3
内田  大夢 ぺんぎん村     52.652/ 43 中3
岡本  間次 めだかＳＣ     58.141/ 74 中3
柴    良彰 ウルスタ   1:01.851/ 55 中3
三浦    翔 ヤマダーズ  泳法違反1/ 3中1
河嶋  丈瑠 個人・岐阜  泳法違反1/ 4中3

*SS*
川村  がく 個人・神奈川   ﾀｯﾁ違反1/ 6中2

*SS*
岩本晃太朗 めだかＳＣ   ﾀｯﾁ違反2/ 1中2

No.6 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    32.45
大会記録　    34.30

順位
≪ グループＤ ≫

角井  俊生 個人・富山     35.663/ 11 一般
勝部  颯馬 大阪泳ごう会     38.033/ 32 一般
妻井  一真 個人・大阪     38.063/ 43 一般
美座  大輝 個人・千葉     40.073/ 24 一般
川瀨  広大 ヤマダーズ     42.443/ 55 一般
島村  友也 ミミＳＣ     49.743/ 66 一般
加藤  久登 ヤマダーズ     54.602/ 77 一般
丹羽  亮賀 すくすく岐阜   1:15.132/ 88 一般

No.6 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    32.45

順位
≪ グループＥ ≫

加古  敏矢 岡崎竜城ＳＣ     33.425/ 41 一般
村松    諒 ぺんぎん村     35.645/ 32 一般
宮本  和裕 おともだちＳ     35.905/ 63 一般
角尾  具洸 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     36.615/ 54 一般
手嶋  大河 個人・岡山     40.305/ 25 一般
平澤    翼 ミミＳＣ     40.485/ 76 一般
松山  航大 岐阜ミナモ     43.735/ 87 一般
三品健二朗 岐阜ミナモ     45.105/ 18 一般
渡辺    泰 青い森     47.554/ 49 一般
白木    祐 岐阜ＧＵＳＨ     49.584/ 810 一般
倉田  禎寛 ウルスタ     49.774/ 311 一般
橋本  大輝 メドッツ八戸     49.874/ 712 一般
古田  裕生 ぴぃ～すＳＣ     51.574/ 613 一般
山田  雄太 おともだちＳ     52.514/ 514 一般
渡辺    歩 個人・石川     54.874/ 115 一般
板倉  亮治 岡崎竜城ＳＣ     56.424/ 216 一般
加藤  大稀 ヤマダーズ     57.903/ 717 一般
大塚    潤 個人・兵庫  泳法違反3/ 8一般

出力日時：12月14日  9:33



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.7 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    35.27

順位
≪ グループＤ ≫

井上  舞美 滋賀友泳会     34.181/ 21 一般
･日本新･日本新

荒井  麻緒 ヤマダーズ     51.701/ 12 一般

No.7 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    35.27
大会記録　    35.27

順位
≪ グループＥ ≫

栁迫  友希 がんばらんば     40.091/ 61 一般
森下  綾子 おともだちＳ     46.951/ 52 一般
蜷川  温恵 ヤマダーズ   1:12.801/ 73 一般
岩田    芽 ヤマダーズ   1:37.271/ 84 一般

出力日時：12月14日  9:33



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.8 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    27.48
大会記録　    44.27

順位
≪ グループＢ ≫

山本良太郎 ヤマダーズ   1:16.541/ 1OPN 小5

No.8 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    27.48

順位
≪ グループＣ ≫

加地  竜也 個人・千葉     32.141/ 31 中3
石渡  大樹 個人・千葉     36.271/ 52 中3
山本  智史 静岡ぱしどる     38.551/ 43 中3
渡辺  玲爾 岐阜ＧＵＳＨ     41.521/ 74 中2
加納  渉伍 個人・愛知     43.041/ 65 中2
布川  結太 ぴぃ～すＳＣ   1:04.081/ 86 中3

No.8 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    27.48
大会記録　    28.59

順位
≪ グループＤ ≫

勝部  颯馬 大阪泳ごう会     30.523/ 31 一般
美座  大輝 個人・千葉     32.103/ 22 一般
木村  旭宏 岐阜ＧＵＳＨ     32.512/ 43 一般
荒木  幸太 ビバ     35.193/ 14 一般
畑    遼一 ウルスタ     43.742/ 65 一般
保田  純平 まんぼう相模     46.022/ 56 一般
堀場  滉生 Ｔ．Ｏ．Ｄ     48.202/ 37 一般
村井  海人 ミミＳＣ   1:02.732/ 78 一般

No.8 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    27.48

順位
≪ グループＥ ≫

長尾  智之 ミミＳＣ     29.115/ 41 一般
高柳  春貴 ぺんぎん村     29.625/ 52 一般
武井  友佑 ミミＳＣ     31.145/ 33 一般
鈴木  琢人 岐阜ＧＵＳＨ     31.165/ 64 一般
堀本  晃希 個人・広島     32.135/ 15 一般
弓削  陽介 ビバ     33.255/ 26 一般
木下  翔平 ウルスタ     34.354/ 47 一般
鎌倉  友記 おともだちＳ     36.025/ 78 一般
菅原  悠吾 大阪泳ごう会     37.604/ 69 一般
西尾  貴文 岐阜ミナモ     38.155/ 810 一般
馬渕  旭弘 岐阜ＧＵＳＨ     39.784/ 711 一般
渡辺  一紀 岐阜ＧＵＳＨ     39.984/ 312 一般
小林  知紘 岡崎竜城ＳＣ     41.934/ 113 一般
八代  直樹 おともだちＳ     42.284/ 514 一般
寺町  宇紋 ヤマダーズ     44.733/ 615 一般
倉田  禎寛 ウルスタ     46.604/ 216 一般
一之瀬篤弥 ウルスタ     47.713/ 517 一般
浅野  一義 ヤマダーズ     48.114/ 818 一般
杁山  寛樹 ヤマダーズ     51.583/ 719 一般
佐藤    匠 Ｔ．Ｏ．Ｄ   1:05.493/ 820 一般

出力日時：12月14日  9:33



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.9 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  2:32.95

順位
≪ グループＥ ≫

出口    舞 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:34.121/ 51 一般
                                             36.57   1:17.11   1:56.37

樋口  鈴奈 ﾋﾞｯｸﾞｽﾎﾟｰﾂ   2:48.711/ 62 一般
                                             37.93   1:18.51

長内  春香 個人・秋田   2:49.971/ 73 一般
                                             40.10   1:22.35   2:05.76

長井  春佳 ぴぃ～すＳＣ   3:18.241/ 44 一般
                                             42.60   1:32.27   2:24.27

出力日時：12月14日  9:33



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.10 男子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  2:00.29

順位
≪ グループＣ ≫

前田  龍佑 静岡ぱしどる   2:23.721/ 21 中3
                                             31.05   1:06.98   1:45.59

No.10 男子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  2:00.29

順位
≪ グループＤ ≫

中島  啓智 個人・千葉   2:01.721/ 61 一般
                                             27.33     57.64   1:29.68

柏木  龍平 エクセレント   2:21.541/ 52 一般
                                             29.48   1:05.97   1:45.03

大塚  和将 がんばらんば   2:35.411/ 73 一般
                                             34.83   1:14.18   1:55.68

田村  健治 名古屋障害Ｓ   2:42.891/ 84 一般
                                             33.54   1:14.62   1:59.07

田村  雅樹 名古屋障害Ｓ   2:48.231/ 45 一般
                                             36.93   1:18.83   2:02.99

No.10 男子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  2:00.29
大会記録　  2:04.58

順位
≪ グループＥ ≫

出口  瑛瑚 ミズノスポーツ   2:05.013/ 41 一般
                                             28.40     59.90   1:32.04

石田  真一 個人・兵庫   2:13.363/ 32 一般
                                             30.13   1:03.47   1:38.54

山田  雅徳 ビバ   2:18.773/ 53 一般
                                             30.93   1:06.05   1:42.21

廻谷  駿介 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:21.333/ 24 一般
                                             32.21   1:07.47   1:44.84

三好  雅俊 奈良フレンズ   2:21.633/ 65 一般
                                             32.87   1:08.79   1:45.28

生松  穂高 ぺんぎん村   2:25.083/ 16 一般
                                             31.33   1:06.87   1:45.32

篠原  貴史 岐阜ミナモ   2:27.683/ 87 一般
                                             33.58   1:10.43   1:49.56

吉田  雄城 岐阜ミナモ   2:30.102/ 48 一般
                                             33.07   1:11.26   1:50.93

金村  光将 岐阜ミナモ   2:32.373/ 79 一般
                                             32.97   1:11.42   1:52.51

藤本    陽 ビバ   2:38.922/ 510 一般
                                             33.95   1:13.76   1:55.43

一之瀬篤弥 ウルスタ   3:12.112/ 311 一般
                                             39.53   1:27.07   2:20.21

山田  雄太 おともだちＳ   3:28.382/ 612 一般
                                             41.77   1:34.01   2:31.93

出力日時：12月14日  9:33



1 / 1

第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.11 混合 200m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  2:06.01
≪ 無差別 ≫

宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:12.002/ 61
                                             34.24   1:10.52   1:43.69

大橋  海斗
    33.17     28.31

角尾  具洸 田仲  正和 上田  真義・ ・ ・

ぴぃ～すＳＣ   2:13.382/ 52
                                             35.41   1:11.92   1:44.19

市川    良
    32.27     29.19

吉野  裕斗 江坂  和樹 柘植  英治・ ・ ・

ミミＳＣ   2:16.632/ 43
                                             37.13   1:17.29   1:49.02

小野  啓吾
    31.73     27.61

平澤    翼 武井  友佑 長尾  智之・ ・ ・

岐阜ミナモ   2:19.042/ 34
                                             35.36   1:16.23   1:48.30

伊藤    拓
    32.07     30.74

品川  有稀 篠原  貴史 三品健二朗・ ・ ・

岡崎竜城ＳＣ   2:33.671/ 65
                                             48.23   1:22.35   1:51.95

豊﨑    響      中1
    29.60     41.72

加古  敏矢 福留  竜平 小林  知紘・ ・ ・

がんばらんば   2:36.022/ 26
                                             48.80   1:29.86   2:07.29

平野  隆介
    37.43     28.73

古賀    壮 大塚  和将 北村  拓海・ ・ ・

ヤマダーズ   2:47.051/ 57
                                             37.42   1:20.72   2:17.89

島上  和也
    57.17     29.16

川瀨  広大 寺町  宇紋 杁山  寛樹・ ・ ・

ウルスタ   2:48.351/ 48
                                             41.35   1:31.69   1:45.08

畑    遼一
    13.39   1:03.27

倉田  禎寛 木下  翔平 一之瀬篤弥・ ・ ・

おともだちＳ   3:33.661/ 39
                                             55.81   2:03.75   2:54.02

山田  雄太
    50.27     39.64

伊藤  友紀 森下  綾子 八代  直樹・ ・ ・

出力日時：12月14日  9:34



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.12 女子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  2:53.74

順位
≪ グループＢ ≫

服部  綾香 すくすく岐阜   3:36.861/ 31 小6
                                             52.06   1:48.41   2:46.51

No.12 女子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  2:53.74

順位
≪ グループＥ ≫

出口    舞 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:55.432/ 41 一般
                                             37.77   1:22.20   2:15.79

原田知菜美 ゆらら   3:06.482/ 52 一般
                                             38.63   1:28.76   2:23.65

栁迫  友希 がんばらんば   3:32.822/ 63 一般
                                             44.80   1:42.61   2:45.62

村上    彩 個人・兵庫   3:34.132/ 24 一般
                                             45.97   1:40.48   2:43.98

岡村  実幸 ゆらら   3:51.652/ 75 一般
                                             48.76   1:53.38   2:55.40

浅野由季奈 イルカ   4:00.912/ 16 一般
                                             53.76   1:53.89   3:02.82

出力日時：12月14日  9:34



1 / 2第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.13 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  2:18.01

順位
≪ グループＢ ≫

水引  鷹吾 個人・京都   2:55.052/ 21 小4
                                             38.22   1:22.00   2:17.21

No.13 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  2:18.01

順位
≪ グループＣ ≫

小石  友貴 おともだちＳ   2:51.611/ 31 中3
                                             36.93   1:22.90   2:08.35

砂生  陸玖 ぴぃ～すＳＣ   2:55.961/ 22 中3
                                             35.48   1:22.09   2:16.65

砂生  玲於 ぴぃ～すＳＣ   3:28.271/ 13 中2
                                             44.73   1:43.39   2:44.01

No.13 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  2:18.01

順位
≪ グループＤ ≫

吉野  裕斗 ぴぃ～すＳＣ   2:41.791/ 81 一般
                                             34.28   1:18.38   2:04.13

有村    陸 鹿児島情報高   2:43.141/ 72 一般
                                             36.73   1:19.40   2:07.56

石田  悠真 個人・三重   2:54.691/ 53 一般
                                             36.69   1:22.56   2:12.58

大塚  和将 がんばらんば   2:55.061/ 64 一般
                                             37.49   1:24.47   2:13.02

川瀨  広大 ヤマダーズ   3:06.871/ 45 一般
                                             37.92   1:28.40   2:18.41

No.13 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  2:18.01
大会記録　  2:27.03

順位
≪ グループＥ ≫

廣田  真一 大阪泳ごう会   2:33.294/ 51 一般
                                             31.85   1:15.46   1:56.79

長尾  智之 ミミＳＣ   2:36.434/ 42 一般
                                             29.17   1:06.94   2:00.19

小川  知樹 おともだちＳ   2:43.764/ 63 一般
                                             33.10   1:18.18   2:06.13

橘高  孝太 ゆらら   2:44.154/ 24 一般
                                             32.81   1:13.50   2:07.96

相馬  康平 メドッツ八戸   2:48.183/ 35 一般
                                             34.57   1:19.38   2:09.71

市川    良 ぴぃ～すＳＣ   2:48.454/ 76 一般
                                             33.64   1:14.89   2:06.97

別所    敬 コスモＳＣ   2:49.434/ 37 一般
                                             35.06   1:21.93   2:10.86

田仲  正和 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:50.103/ 68 一般
                                             33.31   1:19.61   2:09.85

佐藤  拓弥 ゆらら   2:50.652/ 69 一般
                                             34.68   1:19.60   2:12.55

弓削  陽介 ビバ   2:50.694/ 810 一般
                                             34.14   1:22.60   2:09.37

小俣  拓也 まんぼう相模   2:55.902/ 411 一般
                                             36.50   1:23.40   2:18.44

江坂  和樹 ぴぃ～すＳＣ   2:56.503/ 512 一般
                                             33.77   1:23.82   2:17.46

佐藤  友愉 まんぼう相模   2:56.643/ 113 一般
                                             34.68   1:22.68   2:13.18

古賀    壮 がんばらんば   2:57.363/ 414 一般
                                             37.07   1:23.94   2:13.80

出力日時：12月14日  9:34



2 / 2第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.13 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  2:18.01
大会記録　  2:27.03

順位
≪ グループＥ ≫

河原崎秀弥 静岡ぱしどる   3:01.023/ 215 一般
                                             38.45   1:22.70   2:23.15

大橋  海斗 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   3:01.424/ 116 一般
                                             36.03   1:20.51   2:22.74

山本  亮太 個人・福井   3:01.763/ 717 一般
                                             35.79   1:24.93   2:20.88

大賀  康平 個人・広島   3:04.352/ 718 一般
                                             41.15   1:28.57   2:19.02

柴田  大地 メドッツ八戸   3:05.393/ 819 一般
                                             38.31   1:20.53   2:25.95

島上  和也 ヤマダーズ   3:09.612/ 520 一般
                                             38.10   1:27.48   2:25.54

出力日時：12月14日  9:34
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期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.14 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:10.00

順位 50m
≪ グループＤ ≫

井上  舞美 滋賀友泳会   1:09.161/ 21 一般      33.47

･日本新･日本新
近藤  瑞紀 個人・埼玉   1:26.941/ 32 一般      40.08

No.14 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:10.00
大会記録　  1:12.04

順位 50m
≪ グループＥ ≫

渡辺真実鼓 ぴぃ～すＳＣ   1:12.582/ 41 一般      34.80

佐藤  真美 個人・広島   1:21.752/ 22 一般      39.20

堀内    茜 光都ＳＣ   1:24.432/ 33 一般      38.61

永井さやか ぺんぎん村   1:25.822/ 54 一般      38.37

堂本  博予 レインボー   1:25.972/ 75 一般      40.29

露木  麻衣 静岡ぱしどる   1:29.892/ 66 一般      40.55

長井  春佳 ぴぃ～すＳＣ   1:30.812/ 17 一般      42.51

山口  真由 イルカ   1:45.732/ 88 一般      51.59

伊藤  友紀 おともだちＳ   1:56.381/ 79 一般      53.29

奥西  麻江 おともだちＳ   1:57.951/ 610 一般      56.81

山田  恭子 個人・福井   2:46.521/ 5 *手動11 一般    1:09.90

出力日時：12月14日  9:34



1 / 2第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.15 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    55.16
大会記録　  1:26.82

順位 50m
≪ グループＢ ≫

工藤  峻希 まんぼう相模   1:58.791/ 41 小6      53.76

津覇海那人 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:48.251/ 5OPN 小4      49.30

No.15 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    55.16

順位 50m
≪ グループＣ ≫

前田  龍佑 静岡ぱしどる   1:05.122/ 41 中3      30.47

橋爪  雄哉 個人・兵庫   1:07.902/ 52 中2      32.03

内田  大夢 ぺんぎん村   1:14.062/ 63 中3      35.07

秋本慎ノ介 ｴﾌｫｰﾄＳＣ   1:15.572/ 34 中2      35.63

砂生  玲於 ぴぃ～すＳＣ   1:25.072/ 25 中2      40.73

宇佐見亮翔 個人・愛知   1:25.322/ 76 中2      37.70

豊﨑    響 岡崎竜城ＳＣ   1:25.642/ 17 中1      40.34

渡辺  玲爾 岐阜ＧＵＳＨ   1:29.242/ 88 中2      41.35

No.15 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    55.16
大会記録　    57.57

順位 50m
≪ グループＤ ≫

柏木  龍平 エクセレント   1:00.844/ 51 一般      29.16

田中  一真 Ｌ・アテイン   1:04.894/ 42 一般      30.84

久永  和典 大阪泳ごう会   1:04.924/ 23 一般      30.50

櫻田    開 個人・愛媛   1:06.234/ 34 一般      31.01

北村  拓海 がんばらんば   1:06.314/ 65 一般      30.05

田村  健治 名古屋障害Ｓ   1:11.533/ 56 一般      34.03

荒木  幸太 ビバ   1:12.244/ 17 一般      33.64

長谷川  蓮 ＨＩＲＯ’ｓ   1:14.354/ 78 一般      34.57

田村  雅樹 名古屋障害Ｓ   1:19.133/ 49 一般      37.18

後藤  大稀 ぺんぎん村   1:20.453/ 610 一般      38.50

橋本  雄平 個人・北海道   1:20.603/ 311 一般      37.42

髙山  雄大 ミミＳＣ   1:27.943/ 712 一般      41.22

匹田    望 個人・愛知   1:31.553/ 213 一般      42.07

丹羽  亮賀 すくすく岐阜   1:43.113/ 114 一般      48.22

岩井  佑樹 すくすく岐阜   2:06.473/ 8 *手動15 一般      57.60

No.15 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    55.16

順位 50m
≪ グループＥ ≫

信岡  洸仁 個人・京都   1:00.198/ 51 一般      28.82

福留  竜平 岡崎竜城ＳＣ   1:00.748/ 42 一般      28.11

上田  真義 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:04.358/ 73 一般      30.66

山田  雅徳 ビバ   1:04.548/ 24 一般      30.43

松原  彰儀 アース製薬   1:04.778/ 35 一般      31.00

三好  雅俊 奈良フレンズ   1:04.938/ 66 一般      32.10

坂西    大 アクアＦ   1:05.307/ 47 一般      32.61

宮本  和裕 おともだちＳ   1:05.478/ 88 一般      30.62

出羽  宥哉 光都ＳＣ   1:05.556/ 39 一般      31.03

廻谷  駿介 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:05.637/ 610 一般      31.46

堀本  晃希 個人・広島   1:05.996/ 611 一般      30.67

角尾  具洸 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:06.048/ 112 一般      31.37

村田  龍太 おともだちＳ   1:07.537/ 313 一般      32.00

吉田  雄城 岐阜ミナモ   1:07.897/ 714 一般      32.18

出力日時：12月14日  9:34



2 / 2第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.15 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　    55.16

順位 50m
≪ グループＥ ≫

浅川倫太郎 静岡ぱしどる   1:07.927/ 815 一般      32.35

志村  悠辰 おともだちＳ   1:08.497/ 516 一般      30.40

川又  圭佑 個人・茨城   1:08.576/ 417 一般      31.90

引地  晃平 おともだちＳ   1:08.627/ 218 一般      32.13

金村  光将 岐阜ミナモ   1:10.007/ 119 一般      33.33

山田  雄大 静岡ぱしどる   1:10.516/ 520 一般      31.92

髙柳  直樹 静岡ぱしどる   1:11.196/ 221 一般      33.05

西尾  貴文 岐阜ミナモ   1:16.496/ 122 一般      36.08

小田切義貴 ウルスタ   1:17.906/ 723 一般      35.32

小林  大輝 岐阜ミナモ   1:20.446/ 824 一般      38.92

寺町  宇紋 ヤマダーズ   1:20.515/ 525 一般      37.01

大倉  晃次 ゆらら   1:27.535/ 426 一般      39.66

八代  直樹 おともだちＳ   1:28.445/ 127 一般      39.26

古田  裕生 ぴぃ～すＳＣ   1:28.885/ 328 一般      41.34

細川侑一郎 岐阜ＧＵＳＨ   1:32.465/ 229 一般      42.36

金井  仁志 個人・愛知   1:34.975/ 630 一般      47.14

天野滉一郎 がんばらんば   1:43.275/ 731 一般      46.08

山内  昂志 ミミＳＣ   1:44.304/ 832 一般      44.33

牧野  祐己 岐阜ミナモ   2:22.525/ 833 一般    1:04.13

出力日時：12月14日  9:34



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.16 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:16.61
大会記録　  1:27.24

順位 50m
≪ グループＤ ≫

千原  玉青 個人・京都   1:17.071/ 31 一般      37.70

･大会新
福井  香澄 滋賀友泳会   1:22.131/ 42 一般      38.88

･大会新
小川  春菜 ぴぃ～すＳＣ   1:33.361/ 53 一般      46.17

No.16 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:16.61

順位 50m
≪ グループＥ ≫

渡辺真実鼓 ぴぃ～すＳＣ   1:22.922/ 4 *手動1 一般      40.47

原田知菜美 ゆらら   1:31.512/ 52 一般      44.13

長内  春香 個人・秋田   1:36.072/ 63 一般      46.68

佐藤  真美 個人・広島   1:39.722/ 84 一般      47.93

露木  麻衣 静岡ぱしどる   1:42.892/ 75 一般      48.00

山﨑  愛子 ヤマダーズ   1:50.672/ 26 一般      50.81

神山  泰葉 すくすく岐阜   2:09.251/ 7 *手動7 一般    1:01.63

堀内    茜 光都ＳＣ   2:14.512/ 18 一般      56.11

出力日時：12月14日  9:34



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.17 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:02.37

順位 50m
≪ グループＢ ≫

浜本真太郎 ヤマダーズ   2:41.042/ 2OPN 小6    1:17.68

No.17 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:02.37

順位 50m
≪ グループＣ ≫

山口  源起 個人・北海道   1:23.581/ 21 中2      40.77

玉置  遥都 個人・和歌山   1:36.811/ 12 中2      47.90

No.17 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:02.37

順位 50m
≪ グループＤ ≫

五十嵐幸宏 エスポ袋井   1:12.191/ 41 一般      35.05

野村    塁 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:16.481/ 62 一般      36.93

伊藤    拓 岐阜ミナモ   1:16.801/ 53 一般      37.40

畑    遼一 ウルスタ   1:37.291/ 74 一般      43.23

村井  海人 ミミＳＣ   1:50.391/ 85 一般      51.16

No.17 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:02.37
大会記録　  1:05.89

順位 50m
≪ グループＥ ≫

津川  拓也 ＡＮＡＷＯ   1:05.354/ 41 一般      31.56

･大会新
出口  瑛瑚 ミズノスポーツ   1:05.634/ 52 一般      32.00

･大会新
鴨    弘之 個人・愛知   1:12.674/ 33 一般      36.07

橘高  孝太 ゆらら   1:15.114/ 64 一般      36.22

松岡  哲士 ビバ   1:18.304/ 25 一般      38.48

河原崎秀弥 静岡ぱしどる   1:21.194/ 76 一般      39.26

森    晴毅 個人・静岡   1:21.224/ 17 一般    1:21.22

小野  啓吾 ミミＳＣ   1:21.383/ 58 一般      37.95

柴田  大地 メドッツ八戸   1:21.784/ 89 一般      39.38

井出  直継 ミミＳＣ   1:22.953/ 610 一般      39.90

小俣  拓也 まんぼう相模   1:23.173/ 211 一般      41.92

村田  龍太 おともだちＳ   1:23.983/ 312 一般      40.32

島上  和也 ヤマダーズ   1:28.333/ 713 一般      42.19

佐藤  友愉 まんぼう相模   1:30.713/ 114 一般      42.72

神      大 青い森   1:35.162/ 615 一般      44.61

三宅  修平 岐阜ＧＵＳＨ   1:38.132/ 516 一般      46.27

稲葉  優作 ミミＳＣ   1:41.383/ 817 一般      44.93

酒井  信志 めだかＳＣ   1:43.862/ 818 一般      49.52

河野  賢治 個人・山梨   1:45.462/ 719 一般      50.03

小林  貴大 ウルスタ   2:05.702/ 420 一般      56.26

出力日時：12月14日  9:34



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.18 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:28.47

順位 50m
≪ グループＤ ≫

雲林院真子 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:10.091/ 41 一般      58.89

No.18 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:28.47
大会記録　  1:34.46

順位 50m
≪ グループＥ ≫

山根  准子 ゆらら   1:33.092/ 41 一般      43.50

･大会新
樋口  鈴奈 ﾋﾞｯｸﾞｽﾎﾟｰﾂ   1:42.572/ 62 一般      49.13

池本  夏綺 ウルスタ   1:48.392/ 33 一般      50.24

和田  愛理 光都ＳＣ   2:10.162/ 84 一般      59.75

森下  綾子 おともだちＳ   2:10.672/ 55 一般    1:00.92

竹内小百合 おともだちＳ   2:34.932/ 16 一般    1:15.58

室田  花菜 ゆらら   2:36.222/ 77 一般    1:11.15

出力日時：12月14日  9:34



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.19 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:06.69

順位 50m
≪ グループＣ ≫

小石  友貴 おともだちＳ   1:25.301/ 41 中3      40.25

船山  涼平 ミミＳＣ   1:48.321/ 32 中3      50.04

石渡  大樹 個人・千葉   1:48.691/ 53 中3      49.97

柴    良彰 ウルスタ   2:17.581/ 64 中3    1:05.36

喜島    玄 岡崎竜城ＳＣ   2:34.141/ 25 中1    1:14.42

No.19 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:06.69
大会記録　  1:14.77

順位 50m
≪ グループＤ ≫

吉野  裕斗 ぴぃ～すＳＣ   1:20.072/ 21 一般      37.17

角井  俊生 個人・富山   1:20.362/ 42 一般      36.78

妻井  一真 個人・大阪   1:21.832/ 33 一般      37.69

石田  悠真 個人・三重   1:27.772/ 14 一般      41.15

島村  友也 ミミＳＣ   1:52.332/ 65 一般      49.73

加藤  久登 ヤマダーズ   1:58.892/ 56 一般      57.14

No.19 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:06.69

順位 50m
≪ グループＥ ≫

加古  敏矢 岡崎竜城ＳＣ   1:12.764/ 51 一般      34.19

廣田  真一 大阪泳ごう会   1:12.914/ 42 一般      33.97

村松    諒 ぺんぎん村   1:15.094/ 33 一般      35.22

鈴木  琢人 岐阜ＧＵＳＨ   1:25.054/ 14 一般      39.41

池田  真隆 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:27.674/ 25 一般      41.02

手嶋  大河 個人・岡山   1:28.464/ 66 一般      41.92

品川  有稀 岐阜ミナモ   1:29.214/ 77 一般      42.89

平澤    翼 ミミＳＣ   1:30.204/ 88 一般      41.44

松山  航大 岐阜ミナモ   1:31.633/ 49 一般      43.02

中村  光章 ＡＴＪ   1:33.513/ 210 一般      44.81

相馬  康平 メドッツ八戸   1:33.663/ 511 一般      44.36

木下  翔平 ウルスタ   1:34.343/ 312 一般      42.87

大賀  康平 個人・広島   1:34.493/ 613 一般      44.49

馬渕  旭弘 岐阜ＧＵＳＨ   1:47.293/ 114 一般      49.65

白木    祐 岐阜ＧＵＳＨ   1:49.422/ 715 一般      52.92

加藤  大稀 ヤマダーズ   2:05.822/ 816 一般      58.78

渡辺    泰 青い森  泳法違反3/ 7一般

出力日時：12月14日  9:34



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.20 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:18.56
大会記録　  1:19.51

順位 50m
≪ グループＥ ≫

村上    彩 個人・兵庫   1:41.081/ 51 一般      46.19

岡村  実幸 ゆらら   1:43.591/ 42 一般      47.55

出力日時：12月14日  9:35



1 / 1第５回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2015年12月13日(日)              会場：春日井市温水プール（サンフロッグ春日井）(50m)

No.21 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:00.83

順位 50m
≪ グループＣ ≫

砂生  陸玖 ぴぃ～すＳＣ   1:19.621/ 31 中3      35.60

山本  智史 静岡ぱしどる   1:24.191/ 42 中3      39.48

玉置  遥都 個人・和歌山   1:28.461/ 23 中2      42.79

No.21 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:00.83

順位 50m
≪ グループＤ ≫

田中  一真 Ｌ・アテイン   1:10.131/ 61 一般      31.23

坂田  雄治 ＵＳＡＣ   1:14.991/ 72 一般      34.17

No.21 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

日本記録　  1:00.83
大会記録　  1:04.60

順位 50m
≪ グループＥ ≫

高柳  春貴 ぺんぎん村   1:04.513/ 41 一般      30.40

･大会新
石田  真一 個人・兵庫   1:08.033/ 52 一般      31.33

篠原  貴史 岐阜ミナモ   1:09.813/ 33 一般      33.01

生松  穂高 ぺんぎん村   1:10.213/ 24 一般      32.21

田仲  正和 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:11.123/ 15 一般      33.09

武井  友佑 ミミＳＣ   1:11.393/ 66 一般      32.90

江坂  和樹 ぴぃ～すＳＣ   1:13.733/ 77 一般      33.97

山本  亮太 個人・福井   1:13.932/ 78 一般      35.04

小川  知樹 おともだちＳ   1:15.662/ 49 一般      33.66

浅川倫太郎 静岡ぱしどる   1:15.792/ 310 一般      34.48

柘植  英治 ぴぃ～すＳＣ   1:17.382/ 211 一般      34.04

佐藤  拓弥 ゆらら   1:19.392/ 612 一般      34.67

山田  雄大 静岡ぱしどる   1:20.212/ 513 一般      33.83

渡辺  一紀 岐阜ＧＵＳＨ   1:40.002/ 114 一般      43.57

出力日時：12月14日  9:35
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No.22 混合 200m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:53.51
≪ 無差別 ≫

宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:56.932/ 51
                                             30.23     59.24   1:27.85

池田  真隆
    28.61     29.08

大橋  海斗 野村    塁 上田  真義・ ・ ・

大阪泳ごう会   1:59.072/ 22
                                             32.70   1:01.43   1:31.20

菅原  悠吾
    29.77     27.87

久永  和典 廣田  真一 勝部  颯馬・ ・ ・

ぴぃ～すＳＣ   1:59.892/ 33
                                             30.66   1:00.39   1:31.92

柘植  英治
    31.53     27.97

市川    良 砂生  陸玖      中3 吉野  裕斗・ ・ ・

おともだちＳ   2:00.182/ 44
                                             31.70   1:02.69   1:31.20

村田  龍太
    28.51     28.98

引地  晃平 宮本  和裕 志村  悠辰・ ・ ・

岐阜ミナモ   2:10.962/ 65
                                             31.05   1:02.42   1:37.55

吉田  雄城
    35.13     33.41

金村  光将 小林  大輝 松山  航大・ ・ ・

まんぼう相模   2:20.141/ 56
                                             30.70   1:06.26   1:51.45

小俣  拓也
    45.19     28.69

保田  純平 保田  眞吾 佐藤  友愉・ ・ ・

ウルスタ   2:30.881/ 47
                                             38.89   1:21.07   2:00.07

一之瀬篤弥
    39.00     30.81

池本  夏綺 小田切義貴 木下  翔平・ ・ ・

岡崎竜城ＳＣ   2:33.401/ 68
                                             27.50     55.08   1:35.36

福留  竜平
    40.28     58.04

加古  敏矢 豊﨑    響      中1 太田  空良      小6・ ・ ・

ヤマダーズ   3:11.201/ 39
                                             39.15   1:18.80   1:42.46

浅野  一義
    23.66   1:28.74

山﨑  愛子 荒井  麻緒 蜷川  温恵・ ・ ・

出力日時：12月14日  9:35
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