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第18回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会

種目: 距離: 区分: 都市名:

男子

鈴木　隆平 ＧＡＧＡＮＩ   36.00 少Ａ新            9自由形   50m 少年Ａ 東京都

中島  啓智 個人   24.73 日本ﾀｲ    少Ｂ新  13自由形   50m 少年Ｂ 千葉県

坂倉　航季 津トップＳＣ 1:58.06 日本新    少Ｂ新  15自由形  200m 少年Ｂ 三重県

長尾　智之 ミミＳＣ   13.86 日本新    青Ａ新  17背泳ぎ   25m 青年Ａ 東京都

大橋　海斗 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   15.39 青Ａ新            22背泳ぎ   25m 青年Ａ 東京都

角尾　具洸 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   15.67 青Ａ新            17平泳ぎ   25m 青年Ａ 川崎市

村松　諒 ぺんぎん村   16.21 青Ａ新            22平泳ぎ   25m 青年Ａ 浜松市

井上　博人 コスモスＳＣ   17.50 青Ｂ新            32平泳ぎ   25m 青年Ｂ 東京都

前田　晃司 メドッツ八戸   17.61 青Ｂ新            37平泳ぎ   25m 青年Ｂ 青森県

角尾　具洸 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   33.40 青Ａ新            17平泳ぎ   50m 青年Ａ 川崎市

長尾　智之 ミミＳＣ   28.05 青Ａ新            17バタフライ   50m 青年Ａ 東京都

中島  啓智 個人 2:15.16 日本新    少Ｂ新  13個人メドレー  200m 少年Ｂ 千葉県

津川　拓也 ＡＮＡＷＯ 2:16.56 日本新    青Ａ新  20個人メドレー  200m 青年Ａ 大阪市

女子

一戸　蓮実 大阪泳ごう会   14.63 青Ａ新            21自由形   25m 青年Ａ 神戸市

永井　さやか ぺんぎん村   16.44 青Ｂ新            33自由形   25m 青年Ｂ 浜松市

吉﨑　文子 まんぼう相模   34.52 青Ｂ新            34自由形   25m 青年Ｂ 相模原市

井上　舞美 滋賀友泳会   31.38 少Ｂ新            13自由形   50m 少年Ｂ 滋賀県

髙木　紗知 大阪泳ごう会   32.31 少Ｂ新            12自由形   50m 少年Ｂ 大阪市

永井　さやか ぺんぎん村   36.17 少Ａ新33自由形   50m 青年Ｂ 浜松市

福井　香澄 滋賀友泳会 1:09.65 日本新    少Ｂ新  13自由形  100m 少年Ｂ 滋賀県

髙木　紗知 大阪泳ごう会 1:12.01 少Ｂ新            12自由形  100m 少年Ｂ 大阪市

渡辺　真実鼓 ぴぃ～すＳＣ 1:09.12 日本新    青Ａ新  17自由形  100m 青年Ａ 愛知県

井上　舞美 滋賀友泳会 2:25.81 日本新    少Ｂ新  13自由形  200m 少年Ｂ 滋賀県

渡辺　真実鼓 ぴぃ～すＳＣ 2:33.05 日本新    青Ａ新  17自由形  200m 青年Ａ 愛知県

千原  玉青 ミミＳＣ   34.26 日本新    少Ｂ新  13背泳ぎ   50m 少年Ｂ 東京都

千原  玉青 ミミＳＣ 1:12.93 日本新    少Ｂ新  13背泳ぎ  100m 少年Ｂ 東京都

千原  玉青 ミミＳＣ 1:32.17 少Ｂ新            13平泳ぎ  100m 少年Ｂ 東京都

山根　准子 Ａ・Ｓ・Ａ 1:30.93 日本新    青Ａ新  23平泳ぎ  100m 青年Ａ 大阪市

木下　萌実 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 1:20.95 日本新    少Ｂ新  14個人メドレー  100m 少年Ｂ 横浜市

渡邉　麗美 ｸﾛｽｶﾝﾊﾟﾆｰ 1:22.49 日本ﾀｲ    青Ａﾀｲ  19個人メドレー  100m 青年Ａ 川崎市

井上　舞美 滋賀友泳会 2:41.22 日本新    少Ｂ新  13個人メドレー  200m 少年Ｂ 滋賀県

木下　萌実 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 2:51.74 日本新    少Ｂ新  14個人メドレー  200m 少年Ｂ 横浜市

福井　香澄 滋賀友泳会 2:58.32 少Ｂ新            13個人メドレー  200m 少年Ｂ 滋賀県

混成

宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 1:52.93 日本新            フリーリレー  200m 競技
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