
【女子】

種目 距離 記録 名前 所属 都道府県 大会名 会場 年月

２５ｍ 0:13.54 福井　香澄 滋賀友泳会 滋賀県 第22回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 高知 2019.11.10

５０ｍ 0:27.78 木下　あいら 個人 大阪府 第22回全国障害者スポーツ大会 栃木 2022.10.30

１００ｍ 0:59.30 木下　あいら 個人 大阪府 第49回JSCA 2023 新年フェスティバル水泳競技大会 和歌山 2023.01.07

２００ｍ 2:08.32 木下　あいら 個人 大阪府 2022第12回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 静岡 2022.12.18

４００ｍ 5:42.06 瀧山　三智子 東レ 滋賀県 西日本知的障害者水泳競技大会 香川 2006.03.    

２５ｍ 0:15.54 福井　香澄 滋賀友泳会 滋賀県 第11回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 愛媛 2021.12.19

５０ｍ 0:32.94 福井　香澄 滋賀友泳会 滋賀県 第21回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 石川 2018.11.04

１００ｍ 1:10.09 福井　香澄 滋賀友泳会 滋賀県 第8回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 和歌山 2018.12.09

２００ｍ 2:42.29 西尾　佳子 日本（個人） 京都府 2004INAS－FIDグローバル大会 スウェーデン 2004.07.    

２５ｍ 0:14.99 芹澤　美希香 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 横浜市 第12回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 静岡 2022.12.18

５０ｍ 0:35.04 芹澤　美希香 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 横浜市 第25回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 埼玉 2022.11.27

１００ｍ 1:15.89 芹澤　美希香 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 横浜市 第25回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 埼玉 2022.11.27

２００ｍ 3:34.61 西村　真優子 東京YMCA 東京都 西日本知的障害者水泳競技大会 香川 2006.03.    

２５ｍ 0:14.21 福井　香澄 滋賀友泳会 滋賀県 2022年度日本パラ水泳通信総合記録会　チャレンジスイムフェス　in　SHIGA 滋賀 2022.09.25

５０ｍ 0:30.19 木下　あいら 個人 大阪府 第22回全国障害者スポーツ大会 栃木 2022.10.30

１００ｍ 1:09.46 福井　香澄 滋賀友泳会 滋賀県 第11回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 愛媛 2021.12.19

２００ｍ

１００ｍ 1:11.07 井上　舞美 大津イトマン 滋賀県 第25回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 埼玉 2022.11.27

２００ｍ 2:23.60 木下　あいら 個人 大阪府 2022第12回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 静岡 2022.12.18

４００ｍ

【男子】

種目 距離 記録 名前 所属 都道府県 大会名 会場 年度

２５ｍ 0:11.23 蓮野　巧人 新潟水泳協会 新潟県 第22回全国障害者スポーツ大会 栃木 2022.10.29

５０ｍ 0:23.46 東海林　大 ベル宮町 山形県 第17回全国障害者スポーツ大会 愛媛 2017.10.29

１００ｍ 0:52.63 東海林　大 三菱商事 山形県 第21回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 石川 2018.11.04

２００ｍ 1:56.13 中島　啓智 あいおいﾆｯｾｲ 千葉県 第8回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 和歌山 2018.12.09

４００ｍ 4:10.71 坂倉　航季 津トップSC 三重県 第47回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会(三重会場) 三重 2021.01.17

１５００ｍ 16:45.70 山中　優輝 個人 宮城県 2021年度第35回宮城県選手権(短水路）水泳競技大会 宮城 2021.12.11

２５ｍ 0:13.52 山口　尚秀 四国ガス 愛媛県 第25回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 埼玉 2022.11.27

５０ｍ 0:26.79 東海林　大 山形ﾄﾞﾙﾌｨﾝｸﾗﾌﾞ 山形県 第16回全国障害者スポーツ大会 岩手 2016.10.23

１００ｍ 1:00.47 齋藤　正樹 ミミSC 東京都 東京都新春水泳競技大会 東京 2023.01.07

２００ｍ 2:12.10 水引　鷹吾 星の子SS 京都府 第42回全国JOCジュニアオリンピック春季大会京都府予選会 京都 2020.02.16

２５ｍ 0:13.15 山口　尚秀 四国ガス 愛媛県 2022第12回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 静岡 2022.12.18

５０ｍ 0:28.82 山口　尚秀 四国ガス 愛媛県 第24回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 神奈川 2021.10.31

１００ｍ 1:01.27 山口　尚秀 四国ガス 愛媛県 第25回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 埼玉 2022.11.27

２００ｍ 2:52.02 井上　博人 日本（コスモスSC） 東京都 2004INAS－FIDグローバル大会 スウェーデン 2004.07     

２５ｍ 0:11.69 山口　尚秀 四国ガス 愛媛県 2022第12回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 静岡 2022.12.18

５０ｍ 0:25.24 東海林　大 ベル宮町 山形県 第17回全国障害者スポーツ大会 愛媛 2017.10.30

１００ｍ 0:56.68 松田　天空 GAGANI 東京都 第11回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 愛媛 2021.12.19

２００ｍ 2:05.17 松田　天空 GAGANI 東京都 東京都シニアチーム対抗水泳競技大会 東京 2021.12.12

１００ｍ 0:59.77 山口　尚秀 MG瀬戸内 愛媛県 第22回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 高知 2019.11.10

２００ｍ 2:06.39 東海林　大 三菱商事 山形県 第21回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 石川 2018.11.04

４００ｍ 4:31.53 東海林　大 山形ﾄﾞﾙﾌｨﾝｸﾗﾌﾞ 山形県 山形県新年フェスティバル水泳競技大会 山形 2021.01.10

【リレー】

種目 距離 記録 大会名 会場 年度

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ２００ｍ 1:56.25 第22回全国障害者スポーツ大会 栃木 2022.10.31

ﾌﾘｰﾘﾚｰ １００ｍ 0:52.09 2022第12回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 静岡 2022.12.18

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ １００ｍ 0:53.86 第9回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 横浜 2019.12.08

１００ｍ 0:47.59 第9回JSCA全国知的障害者水泳競技大会 横浜 2019.12.08

２００ｍ 1:43.95 第22回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 高知 2019.11.10

女子 フリーリレー ２００ｍ 2:00.40 2022年度日本パラ水泳通信総合記録会　チャレンジスイムフェス　in　SHIGA 滋賀 2022.09.25

日本知的障害者水泳日本記録＜短水路＞
 2023年1月 現在

（一社）日本知的障害者水泳連盟

自由形

背泳ぎ

平泳ぎ

GAGANI　鈴木、松田、貞方、野村

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

個人ﾒﾄﾞﾚｰ

自由形

背泳ぎ

平泳ぎ

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

滋賀友泳会 小嶋、井上、本郷、福井

個人ﾒﾄﾞﾚｰ

チーム・選手

混合
大阪府  出口(瑛)、勝部、木下(あ)、関

滋賀友泳会  木内、本郷、小林、福井

男子

GAGANI　鈴木、野村、松田、貞方

フリーリレー
GAGANI　鈴木、松田、貞方、野村


