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ダイエープロビスフェニックスプール                

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
 2/ 3 埼  玉 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 自衛隊       1:50.20 大会新
 1/ 3 東  京 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 郵船ロジ     1:51.78 大会新

競技No.   6 男子   200m 背泳ぎ 予選
 2/ 4 東  京 松原　　颯 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾃ ＡＮＡ       2:02.02 大会新
 1/ 6 京  都 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ イトマン京都  2:03.65 大会新

競技No.   8 男子   200m バタフライ 予選
 2/ 3 神奈川 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ ＪＦＥ京浜   2:00.19 大会新
 1/ 4 新  潟 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ ダッシュ新潟  2:03.04 大会新

競技No.   9 女子    50m 自由形 予選
 1/ 4 新  潟 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 新潟医福大職    25.29 大会新

競技No.  10 男子    50m 自由形 予選
 8/ 3 新  潟 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 新潟医福大職    22.21 大会新
 7/ 4 東  京 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ツカサ電工     22.76 大会新
 6/ 4 岡  山 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 山陽新聞社     23.01 大会新
 3/ 8 神奈川 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ 富士通         23.69 大会新
 2/ 7 長  野 松澤　直哉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾔ HS真田スイム    24.32 大会新
 1/ 5 長  野 中村　　翼 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ ＡＦＡＳ伊那    24.65 大会新

競技No.  12 男子   100m 平泳ぎ 予選
 2/ 5 埼  玉 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 自衛隊       1:00.70 大会新
 1/ 4 神奈川 西尾幸四郎 ﾆｼｵ ｺｳｼﾛｳ ＪＦＥ京浜   1:03.39 大会新

競技No.  14 男子 4x100m フリーリレー 予選
 1/ 5 愛  知 ＴＯＹＯＴＡ (岩元　大佳 ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ )    53.49  3:32.21 大会新

競技No.  15 女子   800m 自由形 タイム決勝
 1/ 4 神奈川 後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ Ｊａｋｅｄ   8:43.48 大会新

競技No.  16 男子  1500m 自由形 タイム決勝
 1/ 4 福  井 豊田　　壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 福井スポ協   8:17.74 大会新 15:41.78 大会新

競技No.  17 女子   200m 自由形 決勝
 1/ 4 東  京 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ Ｔ＆Ｇ      /ＪＳＳ       1:59.08 大会新

競技No.  18 男子   200m 自由形 決勝
 1/ 4 埼  玉 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 自衛隊       1:48.69 大会新

競技No.  19 女子   400m 個人メドレー 決勝
 1/ 5 埼  玉 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 自衛隊      /スウィン大宮  4:41.31 大会新

競技No.  20 男子   400m 個人メドレー 決勝
 1/ 4 福  井 尾﨑　隆太 ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ 福井スポ協   4:19.61 大会新
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競技No.  21 女子   200m 背泳ぎ 決勝
 1/ 4 東  京 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ ＡＮＡＡＳ  /ＪＳＳ       2:11.41 大会新

競技No.  22 男子   200m 背泳ぎ 決勝
 1/ 4 東  京 松原　　颯 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾃ ＡＮＡ       1:57.39 大会新

競技No.  23 女子   200m バタフライ 決勝
 1/ 5 東  京 清水　咲子 ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ ミキハウス   2:09.56 大会新

競技No.  24 男子   200m バタフライ 決勝
 1/ 5 新  潟 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ ダッシュ新潟  1:57.92 大会新

競技No.  26 男子    50m 自由形 決勝
 1/ 5 東  京 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ イトマン東進    22.13 大会新

競技No.  27 女子   100m 平泳ぎ 決勝
 1/ 4 東  京 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ ミキハウス   1:07.81 大会新

競技No.  28 男子   100m 平泳ぎ 決勝
 1/ 4 埼  玉 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 自衛隊       1:00.28 大会新

競技No.  29 女子 4x100m フリーリレー 決勝
 1/ 4 東  京 ルネサンスST (片波　未央 ｶﾀﾅﾐ ﾐｵ )  1:01.14  4:05.88 大会新
 1/ 5 東  京 警　視　庁 (黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ )    59.06 大会新  4:17.53

競技No.  30 男子 4x100m フリーリレー 決勝
 1/ 6 神奈川 ＪＦＥ京浜 (伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ )    50.85 大会新  3:24.49 大会新

競技No.  31 女子   100m 自由形 予選
 1/ 4 新  潟 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 新潟医福大職    55.23 大会新

競技No.  32 男子   100m 自由形 予選
 4/ 6 北海道 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ    /ＳＡソシア     49.84 大会新

競技No.  34 男子   100m 背泳ぎ 予選
 3/ 4 東  京 松原　　颯 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾃ ＡＮＡ         55.18 大会新
 2/ 4 京  都 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ イトマン京都    55.54 大会新
 1/ 5 愛  知 竹下　翔太 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾀ アイシンＡＷ    58.16 大会新

競技No.  36 男子   200m 個人メドレー 予選
 2/ 4 東  京 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ 木下グループ  2:03.72 大会新
 1/ 4 埼  玉 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 自衛隊       2:05.66 大会新

Page: 2/4 Printing: 2018/09/02 15:27:34



第1回日本社会人選手権水泳競技大会                 
                                                  
ダイエープロビスフェニックスプール                

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.  38 男子   100m バタフライ 予選
 4/ 4 愛  知 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ ＴＯＹＯＴＡ    51.83 大会新
 3/ 3 茨  城 和田　有真 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ 茨城競対本部    52.45 大会新
 2/ 7 新  潟 石塚　俊亮 ｲｼﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ 新潟県信保     57.25 大会新
 1/ 4 兵  庫 番園　雅矢 ﾊﾞﾝｿﾞﾉ ﾏｻﾔ 尼崎市スポ振    57.57 大会新

競技No.  42 男子   200m 平泳ぎ 予選
 1/ 5 新  潟 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ ＮＳＰ       2:12.31 大会新

競技No.  44 男子 4x100m メドレーリレー 予選
 1/ 4 神奈川 富士通 (深山　元聡 ﾐﾔﾏ ﾓﾄｱｷ )    59.26  3:52.77 大会新

競技No.  45 女子   100m 自由形 決勝
 1/ 4 新  潟 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 新潟医福大職    54.67 大会新

競技No.  46 男子   100m 自由形 決勝
 1/ 5 東  京 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ イトマン東進    48.86 大会新

競技No.  47 女子   100m 背泳ぎ 決勝
 1/ 4 東  京 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ ミキハウス   1:00.89 大会新

競技No.  48 男子   100m 背泳ぎ 決勝
 1/ 6 東  京 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ミキハウス     53.95 大会新

競技No.  49 女子   200m 個人メドレー 決勝
 1/ 4 東  京 清水　咲子 ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ ミキハウス   2:13.01 大会新

競技No.  50 男子   200m 個人メドレー 決勝
 1/ 4 東  京 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ 木下グループ  1:59.33 大会新

競技No.  51 女子   100m バタフライ 決勝
 1/ 4 茨  城 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 茨城競対本部    58.52 大会新

競技No.  52 男子   100m バタフライ 決勝
 1/ 4 愛  知 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ ＴＯＹＯＴＡ    51.64 大会新

競技No.  53 女子   400m 自由形 決勝
 1/ 4 東  京 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ Ｔ＆Ｇ      /ＪＳＳ       4:12.16 大会新

競技No.  54 男子   400m 自由形 決勝
 1/ 6 福  井 尾﨑　隆太 ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ 福井スポ協   3:52.45 大会新

競技No.  55 女子   200m 平泳ぎ 決勝
 1/ 3 東  京 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ ミキハウス   2:26.47 大会新

競技No.  56 男子   200m 平泳ぎ 決勝
 1/ 5 東  京 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 三谷産業     2:10.09 大会新
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競技No.  57 女子 4x100m メドレーリレー 決勝
 1/ 4 東  京 ルネサンスST (田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ )  1:07.92  4:29.88 大会新

競技No.  58 男子 4x100m メドレーリレー 決勝
 1/ 3 神奈川 ＪＦＥ京浜 (氏林　倭人 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ )    56.69  3:41.70 大会新
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