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新記録一覧

組/水 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

2019/06/21 14:57:03 SEIKO Swimming Results System

競技№   1 女子  400m 自由形 タイム決勝 競技
 1/ 5 北野　安美紗 ル・登美ヶ丘  4:52.47 日本新

大会新

競技№   2 男子  400m 自由形 タイム決勝 競技
 1/ 5 中島　啓智 あいおいﾆｯｾｲ  4:18.95 大会新

競技№   3 女子   50m 自由形 予選 競技
 5/ 5 芹澤　美希香 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ    30.06 大会新

競技№   5 女子   50m バタフライ タイム決勝 競技
 3/ 6 木下　萌実 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ    32.39 大会新
 3/ 4 渡邉　麗美 NECGSC溝の口    32.88 大会新

競技№   8 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 競技
 6/ 5 山口　尚秀 個人    29.21 日本新

大会新

競技№   9 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 競技
 2/ 5 芹澤　美希香 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ    36.35 日本新

大会新

競技№  15 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 競技
 1/ 6 井上　舞美 滋賀友泳会  2:41.79 大会新

競技№  16 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 競技
 4/ 5 東海林　大 三菱商事  2:11.34 大会新

競技№  17 混合  200m メドレーリレー タイム決勝 競技
 2/ 4 宮前ドルフィン (大橋　海斗 ) 一般    31.71  2:02.09 日本新

大会新
 2/ 6 ＧＡＧＡＮＩ (鈴木　隆平 ) 一般    32.87  2:02.84 日本新

大会新
 1/ 5 滋賀友泳会 (福井　香澄 ) 一般    33.78 日本新

大会新
 2:14.26

競技№  18 女子   50m 自由形 決勝 競技
 4 芹澤　美希香 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ    29.80 大会新

競技№  19 男子   50m 自由形 決勝 競技
 6 中島　啓智 あいおいﾆｯｾｲ    25.04 大会新
 4 山口　尚秀 個人    25.32 大会新

競技№  20 女子  400m 個人メドレー タイム決勝 競技
 1/ 5 安藤　渉 個人  6:02.76 大会新
 1/ 6 原田　知菜美 ㈱クイック  6:15.05 大会新

競技№  22 女子  200m 自由形 タイム決勝 競技
 1/ 5 北野　安美紗 ル・登美ヶ丘  2:17.61 大会新

競技№  23 男子  200m 自由形 タイム決勝 競技
 3/ 8 東海林　大 三菱商事  1:59.27 大会新

競技№  24 女子  100m バタフライ タイム決勝 競技
 2/ 5 木下　萌実 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ  1:11.32 大会新

混成　4×50m
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競技№  28 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 競技
 2/ 5 芹澤　美希香 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ  1:20.13 日本新

大会新

競技№  29 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝 競技
 6/ 5 山口　尚秀 個人  1:08.43 大会新

競技№  32 女子  200m バタフライ タイム決勝 競技
 1/ 5 木下　萌実 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ  2:39.02 世界新

アジ新
日本新

競技№  33 男子  200m バタフライ タイム決勝 競技
 1/ 5 中島　啓智 あいおいﾆｯｾｲ  2:10.36 世界新

アジ新
日本新

 1/ 4 宮崎　哲 あいおいﾆｯｾｲ  2:13.92 世界新
アジ新
日本新

 1/ 6 村上　舜也 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ  2:14.80 世界新
大会新

競技№  34 女子  200m 背泳ぎ タイム決勝 競技
 1/ 5 福井　香澄 滋賀友泳会  2:39.82 アジ新

競技№  36 女子  200m 平泳ぎ タイム決勝 競技
 1/ 6 渡邉　麗美 NECGSC溝の口  3:02.20 日本新

大会新

競技№  37 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝 競技
 1/ 5 田中　康大 セントラル  2:27.18 世界新

アジ新
日本新

 1/ 6 加古　敏矢 ﾄﾖﾀﾙｰﾌﾟｽ  2:33.24 大会新

競技№  38 混合  200m フリーリレー タイム決勝 競技
 2/ 6 ＧＡＧＡＮＩ (松田　天空 ) 一般    27.68  1:47.29 日本新

大会新
 2/ 5 大阪泳ごう会 (橋爪　雄哉 ) 一般    27.07  1:47.59 日本新

大会新
 2/ 9 滋賀友泳会 (福井　香澄 ) 一般    29.34 大会新  2:02.89 

大会新

大会新

大会新

大会新

混成　4×50m


