
第48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.  10 男子   50m 自由形 予選 競技                
 8/ 4 学関東 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日本大 大2    22.09 日本新

競技No.  15 女子   50m バタフライ 予選 競技                
 5/ 4 日　本 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ ＪＡＰＡＮ 大2    26.25 日本新

競技No.  18 男子  100m 平泳ぎ 予選 競技                
 6/ 6 神奈川 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 高2    59.88 高校新

競技No.  19 女子  800m 自由形 タイム決勝 競技                
 4/ 4 日　本 柴田　亜衣 ｼﾊﾞﾀ ｱｲ ＪＡＰＡＮ  8:13.34 日本新

競技No.  20 男子 1500m 自由形 タイム決勝 競技                
 5/ 4 山  形 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 鶴岡ＳＣ 高3  7:53.71 高校新 14:58.98 高校新

競技No.  38 男子  200m 自由形 決勝 競技                
 1/ 7 日　本 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＪＡＰＡＮ  1:45.32 日本新

競技No.  42 男子   50m 背泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 4 日　本 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ ＪＡＰＡＮ 大4    24.05 日本新

競技No.  43 女子   50m バタフライ 決勝 競技                
 1/ 4 日　本 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ ＪＡＰＡＮ 大2    26.12 日本新

競技No.  44 男子   50m バタフライ 決勝 競技                
 1/ 8 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン埼玉 高2    23.73 高校新

競技No.  48 男子   50m 自由形 決勝 競技                
 1/ 5 日　本 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ＪＡＰＡＮ 大3    22.05 日本新

競技No.  52 男子  200m 背泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 5 日　本 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ ＪＡＰＡＮ 大4  1:53.41 日本新

競技No.  53 女子  200m バタフライ 決勝 競技                
 1/ 4 日　本 中西　悠子 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｺ ＪＡＰＡＮ  2:04.21 日本新
 1/ 3 山  梨 秋山　夏希 ｱｷﾔﾏ ﾅﾂｷ 甲府ＳＳ 中3  2:07.15 中学新

競技No.  54 男子  200m バタフライ 決勝 競技                
 1/ 4 日　本 柴田　隆一 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ ＪＡＰＡＮ  1:51.30 日本新

競技No.  56 男子  100m 平泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 6 神奈川 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 高2    59.48 高校新

競技No.  64 男子  200m 個人メドレー 予選 競技                
 2/ 1 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中3  2:01.87 中学新
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競技No.  65 女子  100m バタフライ 予選 競技                
 5/ 4 日　本 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ ＪＡＰＡＮ 大2    57.58 日本新

競技No.  70 男子   50m 平泳ぎ 予選 競技                
 4/ 5 神奈川 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 高2    28.07 高校新

競技No.  78 男子  200m 個人メドレー Ｂ決勝 競技                
 1/ 1 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中3  2:00.63 中学新

競技No.  84 男子  100m 自由形 決勝 競技                
 1/ 4 学関東 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日本大 大2    48.51 日本新

競技No.  86 男子   50m 平泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 4 日　本 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ ＪＡＰＡＮ    27.14 日本新
 1/ 8 神奈川 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 高2    27.88 高校新

競技No.  87 女子  100m 背泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 5 日　本 中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ ＪＡＰＡＮ    58.10 日本新

競技No.  88 男子  100m 背泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 6 日　本 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ ＪＡＰＡＮ 大4    51.55 日本新

競技No.  91 女子  100m バタフライ 決勝 競技                
 1/ 4 日　本 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ ＪＡＰＡＮ 大2    57.24 日本新

競技No.  92 男子  100m バタフライ 決勝 競技                
 1/ 4 日　本 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ ＪＡＰＡＮ    50.74 日本新
 1/ 2 埼  玉 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン埼玉 高2    51.85 高校新

競技No.  95 女子  200m 平泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 5 学関東 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 東海大 大2  2:19.89 日本新

競技No.  96 男子  200m 平泳ぎ 決勝 競技                
 1/ 4 日　本 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ ＪＡＰＡＮ  2:04.96 日本新
 1/ 7 神奈川 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 高2  2:07.40 高校新
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