
第47回日本短水路選手権水泳競技大会                
JAPAN OPEN 2006                                   
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.   2 男子  200m 自由形 予選 競技                
 1/ 6 群  馬 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 群馬ＳＳ 高3  1:47.33 高校新

競技No.   3 女子  400m 個人メドレー 予選 競技                
 6/ 4 学関東 藤野　舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ 拓殖大 大4  4:32.90 日本新

競技No.   4 男子  400m 個人メドレー 予選 競技                
 2/ 2 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中2  4:19.00 中学新

競技No.   8 男子  200m バタフライ 予選 競技                
 7/ 5 学関東 柴田　隆一 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ 日本大 大4  1:52.88 日本新

競技No.  15 女子   50m バタフライ 予選 競技                
 4/ 6 学関東 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ 山梨学院大 大1    26.53 日本新

競技No.  16 男子   50m バタフライ 予選 競技                
 6/ 3 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン埼玉 高1    23.88 高校新

競技No.  17 女子  100m 平泳ぎ 予選 競技                
 3/ 7 千  葉 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 中3  1:08.46 中学新

競技No.  38 男子  200m 自由形 決勝 競技                
 1/ 7 兵  庫 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＧＵＮＺＥ  1:45.48 日本新
 1/ 4 群  馬 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 群馬ＳＳ 高3  1:46.80 高校新

競技No.  41 女子   50m 背泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 4 新  潟 中村　真衣 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ ＪＳＳ長岡    27.00 日本新

競技No.  42 男子   50m 背泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 3 学関東 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 日本大 大3    24.09 日本新

競技No.  43 女子   50m バタフライ 決勝 競技                
 1/ 4 学関東 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ 山梨学院大 大1    26.38 日本新

競技No.  44 男子   50m バタフライ 決勝 競技                
 1/ 3 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン埼玉 高1    23.85 高校新

競技No.  49 女子  400m 個人メドレー 決勝 競技                
 1/ 4 学関東 藤野　舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ 拓殖大 大4  4:32.46 日本新

競技No.  50 男子  400m 個人メドレー 決勝 競技                
 1/ 4 東  京 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ アクラブ調布 大3  4:05.46 日本新

競技No.  54 男子  200m バタフライ 決勝 競技                
 1/ 4 学関東 柴田　隆一 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ 日本大 大4  1:52.58 日本新
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競技No.  55 女子  100m 平泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 5 東  京 中村沙耶香 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ ニッタイＳＣ 高3  1:07.10 高校新

競技No.  69 女子   50m 平泳ぎ 予選 競技                
 3/ 4 東  京 中村沙耶香 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ ニッタイＳＣ 高3    31.33 高校新

競技No.  75 女子  100m 背泳ぎ Ｂ決勝 競技                
 1/ 5 新  潟 中村　真衣 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ ＪＳＳ長岡    58.14 日本新

競技No.  84 男子  100m 自由形 決勝 競技                
 1/ 4 兵  庫 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＧＵＮＺＥ    48.60 日本新

競技No.  85 女子   50m 平泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 4 東  京 中村沙耶香 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ ニッタイＳＣ 高3    31.36 高校新

競技No.  90 男子  200m 個人メドレー 決勝 競技                
 1/ 4 東  京 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ アクラブ調布 大3  1:56.05 日本新
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