
1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　    30.69
大会記録　    46.68

順位
≪ グループＢ ≫

長沼  明希 すくすく岐阜     57.441/ 2 *手動1 小6

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　    30.69
大会記録　    52.62

順位
≪ グループＣ ≫

服部  綾香 すくすく岐阜     36.131/ 51 中1
･大会新

加藤  サラ ぺんぎん村     38.381/ 42 中3
･大会新

原田  梨沙 太陽ＣＯＭ     41.191/ 63 中1
･大会新

太田  空良 岡崎竜城ＳＣ     48.611/ 74 中1
･大会新

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　    30.69
大会記録　    34.01

順位
≪ グループＤ ≫

荒井  由真 手をつなぐ育     34.052/ 41 一般
堤下侑己菜 大阪泳ごう会     39.962/ 52 一般
福井由梨亜 光都ＳＣ     45.912/ 33 一般
木村日菜子 岡崎竜城ＳＣ     55.542/ 64 一般
柴田  朔良 岡崎竜城ＳＣ   1:05.212/ 25 一般
湊    実永 光都ＳＣ   1:13.422/ 16 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　    30.69
大会記録　    32.40

順位
≪ グループＥ ≫

山根  准子 Ａ・Ｓ・Ａ     34.863/ 51 一般
永井さやか ぺんぎん村     35.213/ 62 一般
有門  祥子 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     37.673/ 43 一般
森下  綾子 おともだちＳ     39.733/ 74 一般
池本  夏綺 ウルスタ     40.993/ 35 一般
岡本  貴更 個人・岡山     50.551/ 96 一般
神山  和彩 岐阜ＧＵＳＨ     53.103/ 87 一般
池ヶ谷留奈 シズオカＰＤ   1:11.153/ 18 一般
松田  桃子 手をつなぐ育   1:12.463/ 29 一般
植山  未来 光都ＳＣ   1:18.392/ 810 一般
高橋香緒梨 シズオカＰＤ   1:32.592/ 911 一般
吉田  香織 個人・岡山   1:01.523/ 9OPN 一般
石原  由子 個人・岡山   1:21.582/ 7OPN 一般

出力日時： 10月2日 10:23



1 / 2第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　    25.22
大会記録　    34.76

順位
≪ グループＢ ≫

山口  晃輝 光都ＳＣ     56.461/ 61 小6
片桐  悠太 ぴぃ～すＳＣ   1:11.861/ 4 *手動2 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　    25.22
大会記録　    30.00

順位
≪ グループＣ ≫

橋爪  雄哉 個人・兵庫     29.282/ 51 中3
･大会新

秋本慎ノ介 個人・愛知     32.612/ 62 中3
掛川  和馬 ぺんぎん村     33.902/ 43 中2
早川  航平 個人・東京     35.082/ 34 中3
神崎  大輔 すくすく岐阜     36.142/ 85 中2
中村  雄哉 Ａ・Ｓ・Ａ     37.172/ 76 中1
日向  健太 すくすく岐阜     57.022/ 27 中3
佐藤  菖真 岡崎竜城ＳＣ   1:16.692/ 98 中1

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　    25.22
大会記録　    25.76

順位
≪ グループＤ ≫

伊藤    拓 ぎふミナモ     28.075/ 21 一般
久永  和典 大阪泳ごう会     28.304/ 62 一般
山口  尚秀 個人・愛媛     28.385/ 13 一般
木村  旭宏 岐阜ＧＵＳＨ     28.764/ 54 一般
譽田  成吾 個人・和歌山     30.684/ 75 一般
石渡  大樹 個人・千葉     33.514/ 16 一般
幸島  琢真 光都ＳＣ     33.514/ 46 一般
髙橋    崚 個人・三重     33.604/ 28 一般
原    大樹 手をつなぐ育     34.703/ 59 一般
堀場  滉生 個人・愛知     35.013/ 310 一般
後藤  大稀 ぺんぎん村     35.904/ 911 一般
峰安  海斗 光都ＳＣ     36.164/ 312 一般
大段  紀貴 光都ＳＣ     40.223/ 413 一般
田口  竜誠 光都ＳＣ     40.683/ 614 一般
河嶋  丈瑠 すくすく岐阜     43.573/ 215 一般
山下  晋平 個人・佐賀     45.523/ 816 一般
匹田  蒔士 個人・愛知     54.443/ 917 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　    25.22
大会記録　    27.18

順位
≪ グループＥ ≫

福留  竜平 小原建設     27.4610/ 51 一般
岡本  貴志 個人・山口     27.6510/ 62 一般
柏木  龍平 エクセレント     27.8610/ 43 一般
三好  雅俊 個人・奈良     29.539/ 64 一般
出羽  宥哉 光都ＳＣ     29.6110/ 85 一般
大橋  海斗 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     29.9510/ 96 一般
有村    陸 カクイックス     30.0410/ 17 一般
山本  貴士 光都ＳＣ     30.0810/ 78 一般
上田  真義 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     30.2010/ 29 一般
堀本  晃希 パラスイ広島     30.3210/ 310 一般
村田  龍太 おともだちＳ     30.379/ 811 一般
松原  彰儀 アース製薬     30.699/ 512 一般

出力日時： 10月2日 10:05



2 / 2第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　    25.22
大会記録　    27.18

順位
≪ グループＥ ≫

木下  翔平 ウルスタ     30.778/ 613 一般
秋田  悠輔 光都ＳＣ     31.029/ 314 一般
引地  晃平 おともだちＳ     31.158/ 515 一般
伊藤  優樹 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     31.159/ 115 一般
山本  亮太 個人・福井     31.198/ 717 一般
小池  伊織 ｳｪﾙﾈｽﾌｧﾑ     31.749/ 718 一般
青木  孝文 福岡ｼｬｰｸSC     31.839/ 219 一般
山田  雄大 シズオカＰＤ     31.978/ 820 一般
野村  拓也 ブレイヴ福井     32.504/ 821 一般
野村    塁 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     32.509/ 421 一般
松本  康治 パラスイ広島     32.648/ 423 一般
西澤  太志 個人・兵庫     32.749/ 924 一般
中村  光章 Ａ・Ｔ・Ｊ     32.858/ 325 一般
藤本    陽 ビバ     34.068/ 226 一般
柴田  稜也 光都ＳＣ     35.257/ 527 一般
川﨑  隆志 手をつなぐ育     36.577/ 728 一般
菅原  和也 個人・大阪     36.607/ 429 一般
畑    遼一 ウルスタ     36.736/ 530 一般
山下  和輝 ブレイヴ福井     36.838/ 931 一般
大段  晶斗 光都ＳＣ     37.807/ 632 一般
金井  仁志 個人・愛知     41.307/ 833 一般
永山  幸世 がんばらんば     41.717/ 334 一般
森保  孝司 岡崎竜城ＳＣ     42.467/ 235 一般
福瀧  諒太 個人・岡山     43.117/ 136 一般
橋本  琢磨 光都ＳＣ     45.216/ 637 一般
日比野浩之 すくすく岐阜     45.286/ 438 一般
淮田陵太郎 光都ＳＣ     46.135/ 639 一般
甲    正人 個人・大阪     47.496/ 840 一般
高森  雅宏 個人・岡山     49.315/ 541 一般
佐藤  祐貴 個人・新潟     52.676/ 342 一般
鶴森  信保 個人・石川     55.936/ 943 一般
岩田  義和 すくすく岐阜     57.915/ 844 一般
飛倉  一輝 手をつなぐ育     38.568/ 1OPN 一般
金子  一竹 手をつなぐ育     41.226/ 7OPN 一般
高﨑  弘幹 手をつなぐ育     50.495/ 3OPN 一般
吉岡  靖浩 個人・岡山     52.496/ 2OPN 一般
石浦  健太 個人・岡山   1:08.585/ 7OPN 一般
田中  裕基 手をつなぐ育   1:38.515/ 9OPN 一般

出力日時： 10月2日 10:05



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　    35.06
大会記録　    52.07

順位
≪ グループＢ ≫

長沼  明希 すくすく岐阜   1:04.351/ 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　    35.06
大会記録　  1:53.28

順位
≪ グループＣ ≫

太田  空良 岡崎竜城ＳＣ   1:05.981/ 31 中1
･大会新

福永  莉音 光都ＳＣ   1:29.531/ 22 中2
･大会新

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　    35.06
大会記録　    36.14

順位
≪ グループＤ ≫

千原  玉青 ミミＳＣ     35.841/ 61 一般
･大会新

山根  真奈 個人・鳥取     45.041/ 72 一般
木村日菜子 岡崎竜城ＳＣ     56.101/ 53 一般
湊    実永 光都ＳＣ   1:31.971/ 84 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　    35.06
大会記録　    42.55

順位
≪ グループＥ ≫

樋口  鈴奈 ﾋﾞｯｸﾞ･ｴｽ岸和     42.972/ 51 一般
賀村  友理 がんばらんば     46.202/ 62 一般
鍵村  香奈 太陽ＣＯＭ     53.282/ 83 一般
中丸  奏子 パラスイ広島     55.392/ 44 一般
山口  真由 個人・愛知     59.192/ 75 一般
陰山  華奈 光都ＳＣ   1:01.302/ 36 一般
池ヶ谷留奈 シズオカＰＤ   1:22.982/ 17 一般
高橋香緒梨 シズオカＰＤ   1:23.662/ 28 一般
中野  琴葉 太陽ＣＯＭ   1:24.012/ 99 一般
石原  由子 個人・岡山   1:35.731/ 9OPN 一般

出力日時： 10月2日 10:23



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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 ≫

片桐  悠太 ぴぃ～すＳＣ  泳法違反1/ 3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
大会記録　    46.51

順位
≪ グループＣ ≫

井本  尚輝 光都ＳＣ     36.651/ 71 中3
･大会新

中村  雄哉 Ａ・Ｓ・Ａ     46.021/ 62 中1
･大会新

日向  健太 すくすく岐阜   1:22.071/ 43 中3
吉田  光希 ぴぃ～すＳＣ  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ1/ 5中3

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 ≫

中島  啓智 花見川ＳＣ     31.362/ 41 一般
五十嵐幸宏 エスポ袋井     34.742/ 32 一般
匹田    望 個人・愛知     45.572/ 23 一般
清水  開斗 ウルスタ     56.652/ 54 一般
匹田  蒔士 個人・愛知   1:17.762/ 6 *手動5 一般
河嶋  丈瑠 すくすく岐阜  泳法違反2/ 1一般

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　    31.42

順位
≪ グループＥ ≫

三好  将典 防長ＳＣ     31.074/ 51 一般
･大会新

森    晴毅 個人・静岡     35.764/ 62 一般
河原崎秀弥 シズオカＰＤ     36.404/ 73 一般
松岡  哲士 ビバ     37.014/ 44 一般
川端  大亮 パラスイ広島     38.164/ 35 一般
大瀬  健介 個人・愛知     43.774/ 26 一般
金村  光将 ぎふミナモ     44.084/ 87 一般
菅原  和也 個人・大阪     44.853/ 58 一般
福瀧  諒太 個人・岡山     47.574/ 19 一般
天野滉一郎 がんばらんば     47.983/ 610 一般
平野  隆介 がんばらんば     48.224/ 911 一般
倉田  禎寛 ウルスタ     49.083/ 712 一般
渡辺    歩 個人・石川     49.583/ 413 一般
渡部  翔平 おともだちＳ     51.603/ 814 一般
小林  貴大 ウルスタ     52.723/ 215 一般
鶴森  信保 個人・石川     59.123/ 916 一般
高森  雅宏 個人・岡山   1:10.602/ 917 一般
宮尾    旭 ウルスタ   1:13.443/ 118 一般
山縣  正明 個人・山口     45.623/ 3OPN 一般
石浦  健太 個人・岡山   1:20.282/ 8OPN 一般

出力日時： 10月2日 10:36



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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Ｃ ≫

原田  梨沙 太陽ＣＯＭ     58.221/ 11 中1

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　    43.12

順位
≪ グループＥ ≫

岡村  実幸 Ａ・Ｓ・Ａ     54.141/ 61 一般
和田  愛理 光都ＳＣ     57.591/ 52 一般
大和みずほ 大阪泳ごう会   1:01.551/ 73 一般
室田  花菜 Ａ・Ｓ・Ａ   1:10.261/ 44 一般
松田  桃子 手をつなぐ育   1:16.881/ 35 一般
吉田  香織 個人・岡山   1:07.191/ 8OPN 一般

出力日時： 10月2日 10:44



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　    45.29

順位
≪ グループＣ ≫

加納  渉伍 個人・愛知     41.411/ 51 中3
･大会新

神崎  大輔 すくすく岐阜     51.251/ 62 中2
砂生  玲於 ぴぃ～すＳＣ     51.311/ 43 中3
喜島    玄 岡崎竜城ＳＣ   1:03.051/ 74 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 ≫

山口  尚秀 個人・愛媛     38.282/ 51 一般
前川  直輝 ウルスタ     40.252/ 32 一般
原    大樹 手をつなぐ育     42.672/ 73 一般
柴    良彰 ウルスタ     57.362/ 84 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
大会記録　    33.42

順位
≪ グループＥ ≫

加古  敏矢 岡崎竜城ＳＣ     33.234/ 51 一般
･大会新

宮本  和裕 おともだちＳ     35.874/ 62 一般
角尾  具洸 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     36.104/ 43 一般
古賀    壮 がんばらんば     39.494/ 34 一般
妻井  一真 個人・大阪     39.854/ 75 一般
手嶋  大河 個人・岡山     39.934/ 86 一般
宮野  義基 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     40.254/ 27 一般
野村  拓也 ブレイヴ福井     43.092/ 68 一般
天野  義久 個人・佐賀     46.724/ 99 一般
青木  孝文 福岡ｼｬｰｸSC     47.634/ 110 一般
樋口    翼 個人・福岡     48.393/ 511 一般
白木    祐 岐阜ＧＵＳＨ     48.743/ 212 一般
居上  祥吾 個人・奈良     49.553/ 613 一般
倉田  禎寛 ウルスタ     49.923/ 414 一般
松田    智 個人・島根     50.383/ 315 一般
川﨑  隆志 手をつなぐ育     50.743/ 916 一般
甲    正人 個人・大阪     53.353/ 817 一般
篠隈    忠 福岡スイマー     55.293/ 718 一般

出力日時： 10月2日 10:59



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　    34.07
大会記録　    34.18

順位
≪ グループＤ ≫

井上  舞美 滋賀友泳会     34.981/ 31 一般
小松  美幸 コスモスＳＣ     38.501/ 22 一般
柴田  朔良 岡崎竜城ＳＣ   1:26.231/ 13 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　    34.07
大会記録　    35.27

順位
≪ グループＥ ≫

小島  江梨 個人・奈良     36.951/ 61 一般
杉浦  瑞穂 コスモスＳＣ     41.571/ 72 一般
栁迫  友希 がんばらんば     42.201/ 53 一般
鍵村  香奈 太陽ＣＯＭ     47.731/ 84 一般

出力日時： 10月2日 11:03



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　    27.30
大会記録　    32.14

順位
≪ グループＣ ≫

佐々木翔英 飾磨東中     30.161/ 51 中3
･大会新

加納  渉伍 個人・愛知     38.481/ 62 中3
砂生  玲於 ぴぃ～すＳＣ     39.421/ 73 中3
渡辺  玲爾 岐阜ＧＵＳＨ     41.211/ 44 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　    27.30
大会記録　    28.59

順位
≪ グループＤ ≫

勝部  颯馬 大阪泳ごう会     30.012/ 41 一般
木村  旭宏 岐阜ＧＵＳＨ     32.832/ 52 一般
小西  祐椰 光都ＳＣ     33.452/ 33 一般
山本  智史 シズオカＰＤ     38.602/ 64 一般
髙橋    崚 個人・三重     39.452/ 25 一般
堀場  滉生 個人・愛知     41.952/ 16 一般
内田  大夢 ぺんぎん村     45.502/ 77 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　    27.30
大会記録　    29.11

順位
≪ グループＥ ≫

田中  一真 Ｌ・アテイン     30.924/ 61 一般
池田  真隆 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ     30.934/ 52 一般
松本  寛庸 エクセレント     31.684/ 73 一般
生松  穂高 ぺんぎん村     31.704/ 44 一般
松田健一郎 個人・兵庫     32.434/ 35 一般
山田  晋也 大阪泳ごう会     37.684/ 86 一般
西澤  太志 個人・兵庫     38.603/ 57 一般
渡辺  一紀 岐阜ＧＵＳＨ     39.234/ 28 一般
山下  和輝 ブレイヴ福井     39.993/ 69 一般
馬渕  旭弘 岐阜ＧＵＳＨ     40.194/ 110 一般
大瀬  健介 個人・愛知     43.264/ 911 一般
橋本  琢磨 光都ＳＣ     43.543/ 412 一般
森保  孝司 岡崎竜城ＳＣ     46.993/ 313 一般
一之瀬篤弥 ウルスタ     47.053/ 814 一般
日比野浩之 すくすく岐阜     50.183/ 215 一般
永山  幸世 がんばらんば     51.613/ 716 一般
渡辺    歩 個人・石川     56.003/ 117 一般
淮田陵太郎 光都ＳＣ     56.113/ 918 一般
金井  仁志 個人・愛知     56.842/ 919 一般

出力日時： 10月2日 11:13



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　  2:22.46
大会記録　  2:38.60

順位
≪ グループＤ ≫

福井  香澄 滋賀友泳会   2:36.051/ 31 一般
･大会新

                                                     1:12.63
小川  春菜 ぴぃ～すＳＣ   2:41.281/ 42 一般

                                                     1:17.98
近藤  瑞紀 気愛水泳塾   3:08.301/ 23 一般

                                                     1:26.78

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　  2:22.46
大会記録　  2:34.12

順位
≪ グループＥ ≫

出口    舞 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:37.971/ 61 一般
                                                     1:16.70

原田知菜美 株）クイック   2:50.791/ 72 一般
                                                     1:22.06

有門  祥子 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:55.751/ 83 一般
                                                     1:24.40

出力日時： 10月2日 11:22



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　  1:58.85
大会記録　  2:23.72

順位
≪ グループＣ ≫

山口  源起 個人・北海道   2:26.701/ 41 中3
                                                     1:09.16

秋本慎ノ介 個人・愛知   2:28.991/ 32 中3
                                                     1:11.82

大西  颯人 個人・兵庫   2:39.421/ 13 中3
                                                     1:16.46

今村    聖 個人・愛知   3:25.191/ 24 中3
                                                     1:38.10

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　  1:58.85
大会記録　  2:01.72

順位
≪ グループＤ ≫

前田  龍佑 シズオカＰＤ   2:16.941/ 61 一般
                                                     1:05.80

櫻田    開 帝京第五高校   2:22.181/ 72 高2
                                                     1:07.50

井上  幹太 光都ＳＣ   2:38.971/ 83 一般
                                                     1:14.75

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　  1:58.85
大会記録　  2:04.58

順位
≪ グループＥ ≫

村上  舜也 個人・東京   2:07.793/ 51 一般
                                                     1:00.21

柏木  龍平 エクセレント   2:12.223/ 62 一般
                                                     1:04.55

橘高  孝太 Ａ・Ｓ・Ａ   2:19.693/ 33 一般
                                                     1:06.83

座安  将太 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:20.323/ 14 一般
                                                     1:08.35

佐野  秀樹 コスモスＳＣ   2:23.013/ 25 一般
                                                     1:07.08

小川  知樹 おともだちＳ   2:23.673/ 76 一般
                                                     1:07.18

伊藤  宏太 手をつなぐ育   2:24.503/ 47 一般
                                                     1:08.05

伊藤  優樹 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:27.913/ 88 一般
                                                     1:10.76

浅川倫太郎 シズオカＰＤ   2:29.952/ 59 一般
                                                     1:10.06

大福  智也 手をつなぐ育   2:33.913/ 910 一般
                                                     1:11.41

嶋田  空悟 個人・千葉   2:44.552/ 611 一般
                                                     1:15.09

山縣  正明 個人・山口   2:55.112/ 412 一般
                                                     1:22.02

渡部  翔平 おともだちＳ   2:59.362/ 713 一般
                                                     1:25.22

松田    智 個人・島根   3:27.572/ 314 一般
                                                     1:35.09

出力日時： 10月2日 11:38
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第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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   2:15.502/ 51
                                                     1:14.53

大橋  海斗 宮野  義基 池田  真隆 上田  真義・ ・ ・

おともだちＳ   2:20.532/ 32
                                                     1:14.85

村田  龍太 宮本  和裕 小川  知樹 引地  晃平・ ・ ・

シズオカＰＤ   2:21.492/ 73
                                                     1:15.60

河原崎秀弥 前田  龍佑 山田  雄大 浅川倫太郎・ ・ ・

光都ＳＣ   2:22.992/ 44
                                                     1:21.72

秋田  悠輔 井上  幹太 出羽  宥哉 山本  貴士・ ・ ・

パラスイ広島   2:23.281/ 55
                                                     1:17.18

川端  大亮 大賀  康平 堀本  晃希 松本  康治・ ・ ・

ぴぃ～すＳＣ   2:24.822/ 66
                                                     1:13.21

市川    良 吉野  祐斗 砂生  玲於      中3 小川  春菜・ ・ ・

Ａ・Ｓ・Ａ   2:35.971/ 67
                                                     1:18.23

橘高  孝太 山根  准子 岡村  実幸 佐藤  拓弥・ ・ ・

ウルスタ   2:37.941/ 78
                                                     1:23.33

畑    遼一 前川  直輝 木下  翔平 一之瀬篤弥・ ・ ・

がんばらんば   3:02.971/ 49
                                                     1:32.90

平野  隆介 古賀    壮 永山  幸世 天野滉一郎・ ・ ・

岡崎竜城ＳＣ   3:11.711/ 310
                                                     1:25.57

木村日菜子 加古  敏矢 森保  孝司 太田  空良      中1・ ・ ・

出力日時： 10月2日 11:49



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　  2:45.07

順位
≪ グループＣ ≫

服部  綾香 すくすく岐阜   3:19.101/ 21 中1
                                                     1:38.81

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　  2:45.07
大会記録　  2:55.43

順位
≪ グループＥ ≫

出口    舞 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:54.051/ 71 一般
･大会新

                                                     1:22.35
原田知菜美 株）クイック   3:07.761/ 52 一般

                                                     1:31.04
村上    彩 個人・兵庫   3:37.431/ 43 一般

                                                     1:41.93

出力日時： 10月2日 12:35



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　  2:12.58
大会記録　  2:51.61

順位
≪ グループＣ ≫

玉置  遥都 個人・和歌山   3:06.621/ 31 中3
                                                     1:29.20

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　  2:12.58
大会記録　  2:41.79

順位
≪ グループＤ ≫

前田  龍佑 シズオカＰＤ   2:34.661/ 71 一般
･大会新

                                                     1:15.71
吉野  祐斗 ぴぃ～すＳＣ   2:36.381/ 62 一般

･大会新
                                                     1:15.98

宮西  彰吾 ｳｪﾙﾈｽﾌｧﾑ   2:44.711/ 53 一般
                                                     1:16.25

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　  2:12.58
大会記録　  2:27.03

順位
≪ グループＥ ≫

髙柳  春貴 ぺんぎん村   2:32.153/ 41 一般
                                                     1:12.48

石田  真一 個人・兵庫   2:32.423/ 52 一般
                                                     1:14.41

村松    諒 ぺんぎん村   2:34.613/ 63 一般
                                                     1:14.74

三好  雅俊 個人・奈良   2:40.512/ 54 一般
                                                     1:16.97

角尾  具洸 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:41.253/ 85 一般
                                                     1:20.92

篠原  貴史 ぎふミナモ   2:44.313/ 76 一般
                                                     1:20.12

市川    良 ぴぃ～すＳＣ   2:45.813/ 37 一般
                                                     1:15.67

石田  悠真 個人・三重   2:51.593/ 18 一般
                                                     1:23.48

田仲  正和 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   2:52.143/ 99 一般
                                                     1:22.39

大賀  康平 パラスイ広島   2:53.232/ 710 一般
                                                     1:22.97

河原崎秀弥 シズオカＰＤ   2:53.982/ 411 一般
                                                     1:19.37

相馬  康平 メドッツ八戸   2:56.553/ 212 一般
                                                     1:22.59

松本  康治 パラスイ広島   3:02.462/ 613 一般
                                                     1:25.26

嶋田  空悟 個人・千葉   3:15.962/ 314 一般
                                                     1:35.69

篠隈    忠 福岡スイマー  泳法違反2/ 8一般

出力日時： 10月2日 12:49



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　  1:06.59

順位 50m
≪ グループＣ ≫

加藤  サラ ぺんぎん村   1:26.021/ 11 中3

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　  1:06.59
大会記録　  1:09.16

順位 50m
≪ グループＤ ≫

小松  美幸 コスモスＳＣ   1:15.911/ 41 一般
荒井  由真 手をつなぐ育   1:20.471/ 62 一般
近藤  瑞紀 気愛水泳塾   1:23.201/ 53 一般
堤下侑己菜 大阪泳ごう会   1:32.291/ 34 一般
福井由梨亜 光都ＳＣ   1:47.601/ 75 一般

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　  1:06.59
大会記録　  1:12.04

順位 50m
≪ グループＥ ≫

杉浦  瑞穂 コスモスＳＣ   1:20.312/ 71 一般
佐藤  真美 パラスイ広島   1:20.612/ 52 一般
永井さやか ぺんぎん村   1:22.792/ 43 一般
堀内    茜 光都ＳＣ   1:27.412/ 64 一般
長井  春佳 ぴぃ～すＳＣ   1:30.882/ 35 一般
中丸  奏子 パラスイ広島   1:46.681/ 86 一般
山口  真由 個人・愛知   1:49.542/ 97 一般
奥西  麻江 おともだちＳ   2:00.432/ 28 一般
神山  和彩 岐阜ＧＵＳＨ   2:05.322/ 89 一般
植山  未来 光都ＳＣ  泳法違反1/ 9一般

出力日時： 10月2日 13:02



1 / 2第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　    55.12
大会記録　  1:26.82

順位 50m
≪ グループＢ ≫

山口  晃輝 光都ＳＣ   2:06.881/ 11 小6

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　    55.12
大会記録　  1:05.12

順位 50m
≪ グループＣ ≫

橋爪  雄哉 個人・兵庫   1:04.811/ 51 中3
･大会新

渡辺  玲爾 岐阜ＧＵＳＨ   1:18.061/ 32 中3
大西  颯人 個人・兵庫   1:18.321/ 43 中3
掛川  和馬 ぺんぎん村   1:21.851/ 64 中2
早川  航平 個人・東京   1:23.491/ 75 中3
吉田  光希 ぴぃ～すＳＣ  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ1/ 8中3
佐藤  菖真 岡崎竜城ＳＣ  泳法違反1/ 9中1

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　    55.12
大会記録　    57.57

順位 50m
≪ グループＤ ≫

勝部  颯馬 大阪泳ごう会   1:01.583/ 31 一般
久永  和典 大阪泳ごう会   1:01.773/ 42 一般
坂田  雄治 ＵＳＡＣ奈良   1:09.283/ 53 一般
植竹  海晴 個人・栃木   1:12.573/ 24 一般
譽田  成吾 個人・和歌山   1:13.133/ 15 一般
後藤  大稀 ぺんぎん村   1:22.042/ 56 一般
匹田    望 個人・愛知   1:23.942/ 47 一般
田口  竜誠 光都ＳＣ   1:26.702/ 38 一般
峰安  海斗 光都ＳＣ   1:27.012/ 69 一般
大段  紀貴 光都ＳＣ   1:35.382/ 810 一般
山下  晋平 個人・佐賀   1:47.802/ 711 一般

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　    55.12
大会記録　  1:00.19

順位 50m
≪ グループＥ ≫

福留  竜平 小原建設   1:00.576/ 51 一般
池田  真隆 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:02.946/ 22 一般
松本  寛庸 エクセレント   1:04.236/ 63 一般
松田健一郎 個人・兵庫   1:04.396/ 44 一般
松原  彰儀 アース製薬   1:05.116/ 35 一般
上田  真義 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:05.156/ 76 一般
有村    陸 カクイックス   1:05.315/ 67 一般
出羽  宥哉 光都ＳＣ   1:05.676/ 18 一般
伊藤  宏太 手をつなぐ育   1:06.306/ 89 一般
佐野  秀樹 コスモスＳＣ   1:06.385/ 910 一般
生松  穂高 ぺんぎん村   1:07.075/ 511 一般
大福  智也 手をつなぐ育   1:07.166/ 912 一般
佐藤  拓弥 Ａ・Ｓ・Ａ   1:08.095/ 713 一般
引地  晃平 おともだちＳ   1:08.485/ 814 一般
山本  貴士 光都ＳＣ   1:09.525/ 415 一般
金村  光将 ぎふミナモ   1:10.465/ 316 一般
藤本    陽 ビバ   1:12.915/ 217 一般
馬渕  旭弘 岐阜ＧＵＳＨ   1:18.984/ 518 一般
柴田  稜也 光都ＳＣ   1:21.034/ 619 一般
渡辺  一紀 岐阜ＧＵＳＨ   1:22.235/ 120 一般

出力日時： 10月2日 13:22



2 / 2第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　    55.12
大会記録　  1:00.19

順位 50m
≪ グループＥ ≫

平野  隆介 がんばらんば   1:26.304/ 121 一般
大段  晶斗 光都ＳＣ   1:29.654/ 322 一般
一之瀬篤弥 ウルスタ   1:30.894/ 423 一般
天野滉一郎 がんばらんば   1:34.324/ 924 一般
岩田  義和 すくすく岐阜   2:06.723/ 725 一般
飛倉  一輝 手をつなぐ育   1:25.694/ 7OPN 一般
金子  一竹 手をつなぐ育   1:36.674/ 2OPN 一般
白木    祐 岐阜ＧＵＳＨ   1:42.694/ 8OPN 一般
高﨑  弘幹 手をつなぐ育   1:55.943/ 6OPN 一般
田中  裕基 手をつなぐ育   3:39.413/ 9OPN 一般

出力日時： 10月2日 13:22



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　  1:16.06

順位 50m
≪ グループＣ ≫

福永  莉音 光都ＳＣ   2:56.741/ 11 中2

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　  1:16.06
大会記録　  1:17.07

順位 50m
≪ グループＤ ≫

千原  玉青 ミミＳＣ   1:16.521/ 31 一般
･大会新

福井  香澄 滋賀友泳会   1:16.541/ 42 一般
･大会新

山根  真奈 個人・鳥取   1:43.041/ 2 *手動3 一般

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　  1:16.06
大会記録　  1:22.92

順位 50m
≪ グループＥ ≫

山根  准子 Ａ・Ｓ・Ａ   1:35.901/ 61 一般
小祝  千果 ウルスタ   1:42.491/ 72 一般
長井  春佳 ぴぃ～すＳＣ   1:53.261/ 83 一般
陰山  華奈 光都ＳＣ   2:19.681/ 94 一般

出力日時： 10月2日 13:29



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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
大会記録　  1:23.58

順位 50m
≪ グループＣ ≫

井本  尚輝 光都ＳＣ   1:20.941/ 31 中3
･大会新

山口  源起 個人・北海道   1:24.451/ 22 中3

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　  1:12.19

順位 50m
≪ グループＤ ≫

中島  啓智 花見川ＳＣ   1:06.172/ 31 一般
･大会新

五十嵐幸宏 エスポ袋井   1:12.552/ 42 一般
伊藤    拓 ぎふミナモ   1:15.792/ 2 *手動3 一般
砂生  陸玖 ぴぃ～すＳＣ   1:22.501/ 74 一般
小石  友貴 おともだちＳ   1:22.782/ 15 一般
櫻田    開 帝京第五高校   1:23.112/ 66 高2
幸島  琢真 光都ＳＣ   1:25.032/ 57 一般
植竹  海晴 個人・栃木   1:26.531/ 68 一般
清水  開斗 ウルスタ   2:01.621/ 89 一般
内田  大夢 ぺんぎん村  泳法違反1/ 5一般

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　  1:05.35

順位 50m
≪ グループＥ ≫

三好  将典 防長ＳＣ   1:06.003/ 51 一般
橘高  孝太 Ａ・Ｓ・Ａ   1:14.383/ 42 一般
大橋  海斗 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:15.313/ 63 一般
松岡  哲士 ビバ   1:16.343/ 34 一般
川端  大亮 パラスイ広島   1:18.873/ 85 一般
森    晴毅 個人・静岡   1:20.753/ 26 一般
野村    塁 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:21.413/ 77 一般
村田  龍太 おともだちＳ   1:22.733/ 18 一般
秋田  悠輔 光都ＳＣ   1:29.053/ 99 一般
小林  貴大 ウルスタ   1:55.782/ 810 一般

出力日時： 10月2日 13:43



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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
大会記録　  2:10.09

順位 50m
≪ グループＤ ≫

小川  春菜 ぴぃ～すＳＣ   1:39.941/ 11 一般
･大会新

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　  1:33.09

順位 50m
≪ グループＥ ≫

小島  江梨 個人・奈良   1:36.411/ 61 一般
小祝  千果 ウルスタ   1:42.601/ 52 一般
池本  夏綺 ウルスタ   1:49.791/ 73 一般
賀村  友理 がんばらんば   1:57.011/ 44 一般
奥西  麻江 おともだちＳ   2:11.011/ 85 一般
大和みずほ 大阪泳ごう会   2:17.931/ 96 一般
和田  愛理 光都ＳＣ   2:26.601/ 37 一般
室田  花菜 Ａ・Ｓ・Ａ   2:35.171/ 28 一般

出力日時： 10月2日 13:50



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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
大会記録　  1:25.30

順位 50m
≪ グループＣ ≫

今村    聖 個人・愛知   1:55.741/ 21 中3
喜島    玄 岡崎竜城ＳＣ   2:15.241/ 12 中2

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  祐斗 ぴぃ～すＳＣ   1:18.441/ 61 一般
小石  友貴 おともだちＳ   1:28.471/ 72 一般
前川  直輝 ウルスタ   1:29.991/ 83 一般
井上  幹太 光都ＳＣ   1:30.581/ 54 一般
柴    良彰 ウルスタ   1:58.141/ 45 一般

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　  1:12.76

順位 50m
≪ グループＥ ≫

加古  敏矢 岡崎竜城ＳＣ   1:12.473/ 51 一般
･大会新

村松    諒 ぺんぎん村   1:17.063/ 42 一般
宮本  和裕 おともだちＳ   1:22.613/ 73 一般
宮野  義基 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:25.253/ 94 一般
妻井  一真 個人・大阪   1:25.293/ 35 一般
大賀  康平 パラスイ広島   1:25.962/ 26 一般
小川  知樹 おともだちＳ   1:25.993/ 17 一般
岡本  貴志 個人・山口   1:26.353/ 88 一般
石田  悠真 個人・三重   1:27.142/ 69 一般
手嶋  大河 個人・岡山   1:28.342/ 410 一般
古賀    壮 がんばらんば   1:28.603/ 211 一般
小池  伊織 ｳｪﾙﾈｽﾌｧﾑ   1:30.162/ 712 一般
木下  翔平 ウルスタ   1:31.332/ 813 一般
中村  光章 Ａ・Ｔ・Ｊ   1:32.312/ 314 一般
天野  義久 個人・佐賀   1:42.552/ 515 一般
樋口    翼 個人・福岡   1:45.312/ 916 一般
居上  祥吾 個人・奈良   1:49.993/ 617 一般

出力日時： 10月2日 14:02



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　  1:15.77

順位 50m
≪ グループＤ ≫

井上  舞美 滋賀友泳会   1:16.861/ 11 一般

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　  1:15.77
大会記録　  1:19.51

順位 50m
≪ グループＥ ≫

樋口  鈴奈 ﾋﾞｯｸﾞ･ｴｽ岸和   1:26.641/ 61 一般
森下  綾子 おともだちＳ   1:40.581/ 72 一般
栁迫  友希 がんばらんば   1:41.281/ 43 一般
村上    彩 個人・兵庫   1:41.891/ 34 一般
堀内    茜 光都ＳＣ   1:44.631/ 95 一般
岡村  実幸 Ａ・Ｓ・Ａ   1:47.791/ 86 一般
佐藤  真美 パラスイ広島  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ1/ 5一般

出力日時： 10月2日 14:06



1 / 1第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(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　  1:00.17
大会記録　  1:19.62

順位 50m
≪ グループＣ ≫

佐々木翔英 飾磨東中   1:06.231/ 21 中3
･大会新

玉置  遥都 個人・和歌山   1:25.681/ 12 中3

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　  1:00.17
大会記録　  1:10.13

順位 50m
≪ グループＤ ≫

小西  祐椰 光都ＳＣ   1:17.401/ 41 一般
宮西  彰吾 ｳｪﾙﾈｽﾌｧﾑ   1:17.601/ 62 一般
砂生  陸玖 ぴぃ～すＳＣ   1:17.841/ 73 一般
山本  智史 シズオカＰＤ   1:20.881/ 84 一般
石渡  大樹 個人・千葉   1:31.061/ 95 一般
坂田  雄治 ＵＳＡＣ奈良  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ1/ 5一般

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　  1:00.17
大会記録　  1:04.51

順位 50m
≪ グループＥ ≫

髙柳  春貴 ぺんぎん村   1:05.493/ 51 一般
村上  舜也 個人・東京   1:06.063/ 62 一般
座安  将太 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:08.003/ 43 一般
篠原  貴史 ぎふミナモ   1:09.393/ 74 一般
石田  真一 個人・兵庫   1:09.773/ 85 一般
田中  一真 Ｌ・アテイン   1:11.603/ 36 一般
田仲  正和 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ   1:13.753/ 17 一般
堀本  晃希 パラスイ広島   1:14.542/ 58 一般
山本  亮太 個人・福井   1:15.292/ 69 一般
相馬  康平 メドッツ八戸   1:15.453/ 910 一般
市川    良 ぴぃ～すＳＣ   1:15.722/ 311 一般
浅川倫太郎 シズオカＰＤ   1:19.833/ 212 一般
山田  雄大 シズオカＰＤ   1:19.862/ 713 一般
佐藤  拓弥 Ａ・Ｓ・Ａ   1:22.932/ 414 一般
山田  晋也 大阪泳ごう会   1:25.312/ 815 一般
畑    遼一 ウルスタ   1:42.542/ 216 一般

出力日時： 10月2日 14:18
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第６回　ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
期日：2016年10月2日(日)              会場：岡山市立民屋内温水プール(50m)

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   2:01.121/ 41
                                                       59.63

角尾  具洸 大橋  海斗 野村    塁 上田  真義・ ・ ・

おともだちＳ   2:01.791/ 92
                                                     1:01.86

引地  晃平 村田  龍太 小川  知樹 宮本  和裕・ ・ ・

ぺんぎん村   2:02.681/ 83
                                                     1:03.85

掛川  和馬      中2 生松  穂高 村松    諒 髙柳  春貴・ ・ ・

光都ＳＣ   2:04.251/ 64
                                                     1:03.19

井上  幹太 出羽  宥哉 山本  貴士 秋田  悠輔・ ・ ・

ぴぃ～すＳＣ   2:06.761/ 75
                                                     1:04.46

砂生  陸玖 市川    良 小川  春菜 吉野  祐斗・ ・ ・

大阪泳ごう会   2:11.821/ 36
                                                     1:14.84

山田  晋也 堤下侑己菜 久永  和典 勝部  颯馬・ ・ ・

パラスイ広島   2:12.551/ 57
                                                     1:08.06

川端  大亮 大賀  康平 堀本  晃希 松本  康治・ ・ ・

ウルスタ   2:36.631/ 28
                                                     1:21.96

小祝  千果 一之瀬篤弥 池本  夏綺 木下  翔平・ ・ ・

出力日時： 10月2日 14:26
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