
日本新記録 一覧表

第９回ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
会場：横浜国際プール　サブプール(25m)期日：2019年12月8日(日)          

１日目(  8日) 5個 (男子  1個  女子  1個  混合  3個)

氏　名 所　属 区　分 種　目 時　間

ＧＡＧＡＮＩ 男女混合 無差別  4x25mメドレーリレー     53秒86
④貞方　大和①鈴木　隆平 ②野村　洋介 ③松田　天空

芹澤美希香 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 　　女子 グループＥ   100m平泳ぎ   1分18秒37

山口　尚秀 ＭＧ瀬戸内 　　男子 グループＥ    50m平泳ぎ     29秒71

ＧＡＧＡＮＩ 男女混合 無差別  4x25mフリーリレー     47秒59
④野村　洋介①鈴木　隆平 ②松田　天空 ③貞方　大和

大阪泳ごう会 男女混合 無差別  4x25mフリーリレー     48秒14
④久永　和典①関  ケビン ②勝部  颯馬 ③橋爪　雄哉

15:4412月8日出力日時：



大会新記録 一覧表

第９回ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
会場：横浜国際プール　サブプール(25m)期日：2019年12月8日(日)          

１日目(  8日) 74個 (男子 39個  女子 31個  混合  4個)

氏　名 所　属 区　分 種　目 時　間

白石　美祈 個人・山口 　　女子 グループＤ   200m個人メドレー   2分52秒34

井上　舞美 滋賀友泳会 　　女子 グループＥ   200m個人メドレー   2分36秒24

ＧＡＧＡＮＩ 男女混合 無差別  4x25mメドレーリレー     53秒86
④貞方　大和①鈴木　隆平 ②野村　洋介 ③松田　天空

宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 男女混合 無差別  4x25mメドレーリレー     55秒34
④上田　真義①岩田　章史 ②林田　泰河 ③池田  真隆

松田　天空 ＧＡＧＡＮＩ 　　男子 グループＤ   100m背泳ぎ   1分07秒59

山口　尚秀 ＭＧ瀬戸内 　　男子 グループＥ   100m背泳ぎ   1分01秒66

服部  綾香 すくすく岐阜 　　女子 グループＤ   100m平泳ぎ   1分29秒36

白石　美祈 個人・山口 　　女子 グループＤ   100m平泳ぎ   1分31秒32

箕浦のどか 大阪泳ごう会 　　女子 グループＤ   100m平泳ぎ   1分35秒42

芹澤美希香 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 　　女子 グループＥ   100m平泳ぎ   1分18秒37

小祝　千果 長野ＰＳＣ 　　女子 グループＥ   100m平泳ぎ   1分30秒13

前田　直偉 Ａ・Ｓ・Ａ 　　男子 グループＣ   100m平泳ぎ   1分22秒46

竹村  侑馬 岐阜ＧＵＳＨ 　　男子 グループＣ   100m平泳ぎ   1分30秒38

岩田　章史 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 　　男子 グループＤ   100m平泳ぎ   1分20秒52

山口　尚秀 ＭＧ瀬戸内 　　男子 グループＥ   100m平泳ぎ   1分04秒50

松下　遼飛 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 　　男子 グループＢ    25m平泳ぎ     18秒80

福井　香澄 滋賀友泳会 　　女子 グループＥ   100m自由形   1分03秒11

渡邉　麗美 ＮＥＣＧＳＣ 　　女子 グループＥ   100m自由形   1分05秒95

木下　萌実 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 　　女子 グループＥ   100m自由形   1分07秒60

上村　　温 個人・千葉 　　男子 グループＣ   100m自由形     56秒58

籠瀬　　嶺 気愛水泳塾 　　男子 グループＣ   100m自由形     59秒51

齋藤　正樹 ミミＳＣ 　　男子 グループＣ   100m自由形   1分01秒31

白石　寛太 ＹＣＰＴ 　　男子 グループＣ   100m自由形   1分02秒00

小島　星河 ビック清水 　　男子 グループＣ   100m自由形   1分03秒36

蓮野　巧人 新水協 　　男子 グループＤ   100m自由形     55秒59

橋爪　雄哉 大阪泳ごう会 　　男子 グループＤ   100m自由形     59秒19

佐々木琢斗 ブレイヴ福井 　　男子 グループＢ    25m自由形     14秒82

大室　夏樹 はぴねす 　　男子 グループＢ    25m自由形     19秒66

井上　舞美 滋賀友泳会 　　女子 グループＥ   100mバタフライ   1分11秒48

安藤　　渉 個人・千葉 　　女子 グループＥ   100mバタフライ   1分20秒56

佐藤  真美 パラスイ広島 　　女子 グループＥ   100mバタフライ   1分24秒58

小川　春菜 ﾄﾖﾀﾙｰﾌﾟｽ 　　女子 グループＥ   100mバタフライ   1分24秒93

山本良太郎 ヤマダーズ 　　男子 グループＣ   100mバタフライ   1分40秒22

松田　天空 ＧＡＧＡＮＩ 　　男子 グループＤ   100mバタフライ     58秒50

牧山　和樹 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 　　男子 グループＢ    25mバタフライ     18秒66

出口　　舞 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 　　女子 グループＥ   200m自由形   2分29秒50

安藤　　渉 個人・千葉 　　女子 グループＥ   200m自由形   2分32秒56

山根　准子 Ａ・Ｓ・Ａ 　　女子 グループＥ   200m自由形   2分46秒09

池田　恵美 個人・愛媛 　　女子 グループＥ   200m自由形   2分48秒79

上村　　温 個人・千葉 　　男子 グループＣ   200m自由形   2分03秒46

蓮野　巧人 新水協 　　男子 グループＤ   200m自由形   2分01秒60

松田　天空 ＧＡＧＡＮＩ 　　男子 グループＤ   200m自由形   2分02秒41

15:4412月8日出力日時：



大会新記録 一覧表

第９回ＪＳＣＡ全国知的障害者水泳競技大会
会場：横浜国際プール　サブプール(25m)期日：2019年12月8日(日)          

１日目(  8日) 74個 (男子 39個  女子 31個  混合  4個)

氏　名 所　属 区　分 種　目 時　間

木村　倖彩 個人・愛媛 　　女子 グループＢ   100m個人メドレー   1分27秒58

横井奈津子 ドリーミーＳ 　　女子 グループＢ    50m背泳ぎ     42秒22

福井　香澄 滋賀友泳会 　　女子 グループＥ    50m背泳ぎ     33秒26

髙木　紗知 ＢＩＧ鶴見 　　女子 グループＥ    50m背泳ぎ     35秒08

籠瀬　　嶺 気愛水泳塾 　　男子 グループＣ    50m背泳ぎ     30秒38

長尾　智之 ミミＳＣ 　　男子 グループＥ    50m背泳ぎ     30秒30

伊藤    拓 ぎふミナモ 　　男子 グループＥ    50m背泳ぎ     32秒07

前田　龍佑 静岡ぱしどる 　　男子 グループＥ    50m背泳ぎ     32秒08

五十嵐幸宏 静岡ぱしどる 　　男子 グループＥ    50m背泳ぎ     33秒24

横井奈津子 ドリーミーＳ 　　女子 グループＢ    50m平泳ぎ     48秒10

出口　　舞 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 　　女子 グループＥ    50m平泳ぎ     38秒52

竹村  侑馬 岐阜ＧＵＳＨ 　　男子 グループＣ    50m平泳ぎ     41秒05

山口　尚秀 ＭＧ瀬戸内 　　男子 グループＥ    50m平泳ぎ     29秒71

加古  敏矢 ﾄﾖﾀﾙｰﾌﾟｽ 　　男子 グループＥ    50m平泳ぎ     31秒70

木村　倖彩 個人・愛媛 　　女子 グループＢ    50m自由形     34秒70

上村　　温 個人・千葉 　　男子 グループＣ    50m自由形     26秒26

白石　寛太 ＹＣＰＴ 　　男子 グループＣ    50m自由形     28秒39

小島　星河 ビック清水 　　男子 グループＣ    50m自由形     28秒66

上田　悠斗 家島ＳＣ 　　男子 グループＣ    50m自由形     28秒72

蓮野　巧人 新水協 　　男子 グループＤ    50m自由形     25秒29

貞方　大和 ＧＡＧＡＮＩ 　　男子 グループＤ    50m自由形     26秒41

白石　美祈 個人・山口 　　女子 グループＤ    50mバタフライ     35秒12

加藤　サラ 個人・静岡 　　女子 グループＤ    50mバタフライ     39秒44

塩谷　愛里 静岡ぱしどる 　　女子 グループＤ    50mバタフライ     45秒02

井上　舞美 滋賀友泳会 　　女子 グループＥ    50mバタフライ     31秒25

木下　萌実 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 　　女子 グループＥ    50mバタフライ     32秒30

渡邉　麗美 ＮＥＣＧＳＣ 　　女子 グループＥ    50mバタフライ     32秒65

牧山　和樹 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 　　男子 グループＢ    50mバタフライ     40秒30

齋藤　正樹 ミミＳＣ 　　男子 グループＣ    50mバタフライ     30秒07

福留  竜平 小原建設 　　男子 グループＥ    50mバタフライ     28秒05

ＧＡＧＡＮＩ 男女混合 無差別  4x25mフリーリレー     47秒59
④野村　洋介①鈴木　隆平 ②松田　天空 ③貞方　大和

大阪泳ごう会 男女混合 無差別  4x25mフリーリレー     48秒14
④久永　和典①関  ケビン ②勝部  颯馬 ③橋爪　雄哉

15:4412月8日出力日時：


