
第46回日本短水路選手権水泳競技大会                
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

発生新記録一覧

組/水 加　盟 氏　名 ﾖﾐｶﾞﾅ 所属名 学校 800m 記録

競技No.  16 男子   50m バタフライ 予選 競技                
 3/ 8 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン鷲宮 中3    24.47 中学新

競技No.  17 女子  100m 平泳ぎ 予選 競技                
 5/ 5 東  京 中村沙耶香 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ ニッタイＳＣ 高2  1:07.70 高校新
 3/ 4 埼  玉 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ イ大教大宮東 高2  1:07.93 高校新

競技No.  28 男子   50m バタフライ Ｂ決勝 競技                
 1/ 4 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン鷲宮 中3    24.34 中学新

競技No.  37 女子  200m 自由形 Ａ決勝 競技                
 1/ 4 東  京 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 東京ＳＣ 高1  1:57.32 高校新

競技No.  38 男子  200m 自由形 Ａ決勝 競技                
 1/ 4 東  京 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＳＡＴ 大4  1:45.50 日本新

競技No.  42 男子   50m 背泳ぎ Ａ決勝 競技                
 1/ 4 学関東 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 日本大 大2    24.30 日本新

競技No.  49 女子  400m 個人メドレー Ａ決勝 競技                
 1/ 5 東  京 藤野　舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ ファースト 大3  4:34.51 日本新

競技No.  50 男子  400m 個人メドレー Ａ決勝 競技                
 1/ 3 群  馬 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 群馬ＳＳ 高2  4:10.43 高校新

競技No.  51 女子  200m 背泳ぎ Ａ決勝 競技                
 1/ 4 学関東 中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ 日本体育大 大4  2:04.03 日本新

競技No.  52 男子  200m 背泳ぎ Ａ決勝 競技                
 1/ 4 学関東 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 日本大 大2  1:53.71 日本新

競技No.  53 女子  200m バタフライ Ａ決勝 競技                
 1/ 5 大  阪 中西　悠子 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｺ 枚方ＳＳ  2:04.71 日本新
 1/ 4 兵  庫 矢野友理江 ﾔﾉ ﾕﾘｴ ＫＯＮＡＭＩ 高1  2:05.29 高校新

競技No.  55 女子  100m 平泳ぎ Ａ決勝 競技                
 1/ 5 埼  玉 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ イ大教大宮東 高2  1:07.27 高校新

競技No.  56 男子  100m 平泳ぎ Ａ決勝 競技                
 1/ 4 東  京 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 東京ＳＣ 大4    57.95 日本新

競技No.  66 男子  100m バタフライ 予選 競技                
 1/ 5 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン鷲宮 中3    54.17 中学新

競技No.  68 男子  100m 自由形 予選 競技                
 6/ 6 東  京 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＳＡＴ 大4    48.79 日本新
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競技No.  88 男子  100m 背泳ぎ Ａ決勝 競技                
 1/ 7 学関東 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 日本大 大2    51.85 日本新

競技No.  90 男子  200m 個人メドレー Ａ決勝 競技                
 1/ 4 学関東 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ 明治大 大2  1:56.35 日本ﾀｲ

競技No.  94 男子  400m 自由形 Ａ決勝 競技                
 1/ 3 学中部 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 中京大 大2  3:42.88 日本新

競技No.  95 女子  200m 平泳ぎ Ａ決勝 競技                
 1/ 5 埼  玉 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ イ大教大宮東 高2  2:23.93 高校新
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