
関東身体障害者水泳選手権大会記録 2008.6.23

種目 性別 クラス 記録 回次 氏名 所属
025m自由形 女 U3 00’21”63 第14回 柏倉 里美 チェリースイマーズ クラブ
025m自由形 女 L2 00’23”57 第13回 宍戸 かつ子 横浜 ドリーマーＳＣ
025m自由形 女 L3 00’24”20 第18回 奥山 知世 横浜ドリーマー
025m自由形 女 L4 00’21”34 第20回 海老沢 島子 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
025m自由形 女 L5 00’16”93 第13回 城所 真弓 個人（神奈川県）
025m自由形 女 A 00’16”93 第15回 朝日 美智子 東京 ラッコ
025m自由形 女 UL3 00’34”01 第22回 板崎 葉月 東京ＤＡＣ
025m自由形 女 UL4 00’39”05 第12回 阿部 真弓 横浜 ドリーマーＳＣ
025m自由形 女 C1 02’17”68 第21回 山下 智子 個人（東京都）
025m自由形 女 C2 01’16”63 第17回 野原 陽子 桐が丘養護学校 スイミング クラブ
025m自由形 女 C3 00’30”98 第22回 児玉 朋子 横浜 ドリーマースイミング クラブ
025m自由形 女 C4 00’33”27 第18回 風間 恵理子 個人（東京都）
025m自由形 女 C5 00’27”27 第22回 斉藤 瞳 北海道身体障害者 スイミング クラブ
025m自由形 女 C6 00’55”63 第12回 竹田 典子 個人（東京都）
025m自由形 女 C7 00’21”26 第16回 田中 京子 個人（東京都）
025m自由形 女 C8 00’17”51 第16回 有賀 陽子 東京 ラッコ
025m自由形 女 F 01’17”35 第15回 野原 陽子 桐が丘養護学校 スイミング クラブ
025m自由形 女 B1 00’18”47 第16回 石浦 智美 個人（新潟県）
025m自由形 女 B2 00’16”68 第20回 高梨 恵美子 トリトン スイミング クラブ
025m自由形 女 B3 00’17”70 第20回 溝口 由江 渋谷4803
025m自由形 女 D 00’16”03 第22回 金塚 千枝美 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
050m自由形 女 U1 01’11”18 第13回 千田 ちづる 北海道身体障害者スイミングクラブ
050m自由形 女 U3 00’39”24 第18回 太田 初美 個人（埼玉県）
050m自由形 女 U4 00’56”66 第15回 大塚 はつみ 個人（新潟県）
050m自由形 女 L1 00’54”40 第18回 新関 藍子 さきたまマンボウ
050m自由形 女 L2 00’55”75 第20回 木下 千代子 ＮＰＯ法人バリアフリーコミニュケーションズ
050m自由形 女 L3 00’53”28 第22回 篠原 幸乃 東京ＤＡＣ
050m自由形 女 L4 00’35”05 第22回 秦 由加子 千葉ミラクルズＳＣ
050m自由形 女 L5 00’34”73 第17回 佐藤 真海 トリトン スイミング クラブ
050m自由形 女 A 00’37”07 第17回 岩澤 陽子 横浜 ドリーマーＳＣ
050m自由形 女 UL1 02’35”36 第17回 西川 智子 トリトン スイミング クラブ
050m自由形 女 UL3 00’40”81 第18回 成田 真由美 横浜ドリーマー
050m自由形 女 C3 01’01”36 第20回 児玉 朋子 横浜 ドリーマースイミング クラブ
050m自由形 女 C4 00’50”73 第22回 佐藤 志穂 トリトン スイミング クラブ
050m自由形 女 C5 00’55”76 第19回 大竹 麻里 オーシャンズ杉並
050m自由形 女 C6 00’37”10 第22回 奈良 恵里加 群馬身体障害者水泳協会
050m自由形 女 C7 00’50”26 第15回 田中 京子 個人（東京都）
050m自由形 女 C8 00’41”79 第19回 有賀 陽子 東京 ラッコ
050m自由形 女 F 02’53”41 第22回 野原 陽子 桐が丘特別支援学校 スイミング クラブ
050m自由形 女 B1 00’35”39 第22回 石浦 智美 東京 ラッコ
050m自由形 女 B2 00’33”22 第22回 高梨 恵美子 トリトン スイミング クラブ
050m自由形 女 B3 00’38”66 第12回 相沢 久出子 個人（神奈川県）
050m自由形 女 D 00’30”97 第18回 高瀬 理恵 東京トリトン
100m自由形 女 U3 01’20”97 第22回 伊藤 沙也加 静岡県立浜松商業高校
100m自由形 女 L2 02’08”77 第20回 木下 千代子 ＮＰＯ法人バリアフリーコミニュケーションズ
100m自由形 女 L3 01’57”82 第19回 篠原 幸乃 ＮＰＯ法人 ウェルメイト
100m自由形 女 L4 01’18”79 第22回 太田 祐子 北海道身体障害者 スイミング クラブ
100m自由形 女 L5 01’41”52 第19回 大杉 小夜子 富山 イルカ クラブ
100m自由形 女 A 01’20”80 第19回 朝日 美智子 東京 ラッコ
100m自由形 女 UL3 01’35”68 第22回 竹内 すが子 横浜Ｕ’７
100m自由形 女 C3 02’30”17 第13回 土岐 佳子 トリトン スイミング クラブ
100m自由形 女 C4 02’17”35 第16回 小倉 愛子 オーシャンズ杉並
100m自由形 女 C5 02’02”51 第18回 大竹 麻里 オーシャンズ杉並
100m自由形 女 C6 01’23”18 第21回 奈良 恵里加 群馬身体障害者水泳協会
100m自由形 女 C7 01’53”91 第13回 飯田 有香子 横浜 ドリーマーＳＣ
100m自由形 女 B1 01’21”75 第22回 秋山 里奈 東京４ＴＣ
100m自由形 女 B3 01’29”12 第17回 東 里沙 東京 ラッコ
100m自由形 女 D 01’08”74 第21回 高瀬 理恵 東京４ＴＣ
400m自由形 女 U3 05’54”96 第22回 伊藤 沙也加 静岡県立浜松商業高校
400m自由形 女 L2 07’27”15 第16回 伏見 宏恵 個人（静岡県）
400m自由形 女 L3 09’01”26 第13回 成田 洋子 秋田身体障害者水泳協会
400m自由形 女 L4 06’14”88 第22回 太田 祐子 北海道身体障害者 スイミング クラブ
400m自由形 女 L5 09’16”32 第21回 島崎 明美 横浜 ドリーマースイミング クラブ
400m自由形 女 A 07’02”44 第19回 岩澤 陽子 横浜 ドリーマースイミング クラブ
400m自由形 女 C5 12’31”86 第22回 加治 桂子 トリトン スイミング クラブ
400m自由形 女 C6 06’12”45 第18回 奈良 恵里加 群馬身障水泳協会
400m自由形 女 C7 08’40”45 第13回 飯田 有香子 横浜 ドリーマーＳＣ
400m自由形 女 C8 12’04”55 第13回 芹沢 るみ 個人（東京都）
400m自由形 女 B1 06’52”84 第19回 石浦 智美 東京４ＴＣ
400m自由形 女 D 05’01”80 第13回 矢口 泉 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
025m平泳ぎ 女 L1 00’47”19 第17回 阿久津 佳子 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ

Page 1



関東身体障害者水泳選手権大会記録 2008.6.23

種目 性別 クラス 記録 回次 氏名 所属
025m平泳ぎ 女 L2 00’35”59 第18回 鷹野 かね子 オーシャンズ杉並
025m平泳ぎ 女 L4 00’29”38 第16回 釈迦野 尚子 個人（東京都）
025m平泳ぎ 女 L5 00’29”73 第12回 須山 智恵子 東京 ラッコ
025m平泳ぎ 女 A 00’22”82 第22回 小澤 英子 北海道身体障害者 スイミング クラブ
025m平泳ぎ 女 UL4 00’38”14 第12回 阿部 真弓 横浜 ドリーマーＳＣ
025m平泳ぎ 女 C5 00’44”97 第22回 遠藤 けいと 個人（埼玉県）
025m平泳ぎ 女 C7 00’34”60 第16回 吉川 梨恵 個人（東京都）
025m平泳ぎ 女 C8 00’24”27 第16回 有賀 陽子 東京 ラッコ
025m平泳ぎ 女 B1 00’41”92 第13回 森 優子 トリトン スイミング クラブ
025m平泳ぎ 女 B2 00’27”80 第18回 轡田 貴子 ＷＳ新潟
025m平泳ぎ 女 B3 00’32”67 第14回 清水 裕美子 群馬身体障害者水泳協会
050m平泳ぎ 女 U3 00’50”81 第13回 中井 昌子 トリトン スイミング クラブ
050m平泳ぎ 女 L2 01’01”42 第21回 稲石 房子 東京４ＴＣ
050m平泳ぎ 女 L3 01’31”72 第21回 篠原 幸乃 オーシャンズ杉並
050m平泳ぎ 女 L4 01’06”78 第15回 釈迦野 尚子 個人（東京都）
050m平泳ぎ 女 L5 00’57”28 第18回 江副 滋子 まんぼうサガミ
050m平泳ぎ 女 A 00’52”19 第12回 朝日 美智子 東京 ラッコ
050m平泳ぎ 女 UL3 00’58”17 第22回 成田 真由美 横浜 ドリーマースイミング クラブ
050m平泳ぎ 女 UL4 01’22”70 第13回 阿部 真弓 横浜 ドリーマーＳＣ
050m平泳ぎ 女 C4 01’35”48 第21回 秋葉 理絵 まんぼう サガミ
050m平泳ぎ 女 C5 01’23”19 第22回 大竹 麻里 東京ＤＡＣ
050m平泳ぎ 女 C6 01’27”15 第18回 矢野 比呂子 個人（埼玉県）
050m平泳ぎ 女 C7 01’09”61 第15回 田中 京子 個人（東京都）
050m平泳ぎ 女 C8 01’12”03 第16回 篠田 美帆 群馬身体障害者水泳協会
050m平泳ぎ 女 B1 00’45”92 第21回 秋山 里奈 東京４ＴＣ
050m平泳ぎ 女 B2 00’45”83 第22回 高梨 恵美子 トリトン スイミング クラブ
050m平泳ぎ 女 B3 00’53”97 第16回 東 里沙 東京 ラッコ
050m平泳ぎ 女 D 00’36”16 第22回 高瀬 理恵 東京４ＴＣ
100m平泳ぎ 女 U3 01’46”47 第15回 中井 昌子 トリトン スイミング クラブ
100m平泳ぎ 女 L1 02’59”44 第13回 大石 孝子 オーシャンズ杉並
100m平泳ぎ 女 L2 02’08”87 第20回 稲石 房子 早稲田大学
100m平泳ぎ 女 L5 02’07”56 第17回 江副 滋子 まんぼう サガミ
100m平泳ぎ 女 A 01’30”26 第19回 石井 博子 個人（横浜市）
100m平泳ぎ 女 UL4 02’55”83 第13回 阿部 真弓 横浜 ドリーマーＳＣ
100m平泳ぎ 女 C4 03’38”31 第22回 秋葉 理絵 まんぼう サガミ
100m平泳ぎ 女 C7 02’35”39 第14回 田中 京子 個人（東京都）
100m平泳ぎ 女 C8 03’01”66 第12回 芹沢 るみ 個人（東京都）
100m平泳ぎ 女 B1 02’15”48 第17回 伊藤 洋美 個人（福島県)
100m平泳ぎ 女 B2 01’45”30 第21回 高梨 恵美子 トリトン スイミング クラブ
100m平泳ぎ 女 B3 01’46”08 第21回 東 里沙 個人（東京都）
100m平泳ぎ 女 D 01’19”67 第22回 高瀬 理恵 東京４ＴＣ
025m背泳ぎ 女 L2 00’36”61 第13回 宮崎 照子 オーシャンズ杉並
025m背泳ぎ 女 L3 00’31”46 第15回 鷹野 かね子 オーシャンズ杉並
025m背泳ぎ 女 L4 00’25”02 第13回 後藤 眞希 仙台チャレンジスイミングクラブ
025m背泳ぎ 女 L5 00’21”42 第13回 城所 真弓 個人（神奈川県）
025m背泳ぎ 女 A 00’21”57 第16回 岩澤 陽子 横浜 ドリーマーＳＣ
025m背泳ぎ 女 UL3 01’01”61 第22回 茅根 亜紀 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
025m背泳ぎ 女 UL4 00’38”20 第15回 百瀬 明美 長野県身体障害者水泳連盟
025m背泳ぎ 女 C1 02’32”47 第21回 山下 智子 個人（東京都）
025m背泳ぎ 女 C2 01’14”23 第17回 野原 陽子 桐が丘養護学校 スイミング クラブ
025m背泳ぎ 女 C3 00’35”57 第14回 土岐 佳子 トリトン スイミング クラブ
025m背泳ぎ 女 C4 00’35”79 第12回 小倉 愛子 オーシャンズ杉並
025m背泳ぎ 女 C5 00’45”12 第20回 本 由佳子 個人（横浜市）
025m背泳ぎ 女 C6 01’20”73 第12回 竹田 典子 個人（東京都）
025m背泳ぎ 女 C7 00’32”29 第16回 猪股 育美 横浜 ドリーマーＳＣ
025m背泳ぎ 女 F 01’03”74 第20回 野原 陽子 桐が丘養護学校 スイミング クラブ
025m背泳ぎ 女 B1 00’42”35 第22回 清田 尚子 トリトン スイミング クラブ
050m背泳ぎ 女 U1 01’04”66 第12回 千田 ちづる 北海道身体障害者スイミングクラブ
050m背泳ぎ 女 U4 01’22”56 第15回 大塚 はつみ 個人（新潟県）
050m背泳ぎ 女 L1 01’07”75 第18回 新関 藍子 さきたまマンボウ
050m背泳ぎ 女 L2 01’03”01 第17回 川上 慶子 オーシャンズ杉並
050m背泳ぎ 女 L3 01’11”58 第19回 鷹野 かね子 オーシャンズ杉並
050m背泳ぎ 女 L4 00’50”17 第13回 高橋 桂子 個人（東京都）
050m背泳ぎ 女 L5 00’50”62 第18回 上田 愛実 北海道身障ＳＣ
050m背泳ぎ 女 A 00’47”22 第19回 岩澤 陽子 横浜 ドリーマースイミング クラブ
050m背泳ぎ 女 UL3 00’54”09 第19回 成田 真由美 横浜 ドリーマースイミング クラブ
050m背泳ぎ 女 UL4 01’42”99 第21回 夢川 芽里 横浜 ドリーマースイミング クラブ
050m背泳ぎ 女 C2 03’44”75 第13回 稲田 和子 個人（新潟県）
050m背泳ぎ 女 C3 01’18”35 第12回 土岐 佳子 トリトン スイミング クラブ
050m背泳ぎ 女 C4 01’14”41 第14回 小倉 愛子 オーシャンズ杉並
050m背泳ぎ 女 C5 01’06”16 第18回 大竹 麻里 オーシャンズ杉並
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050m背泳ぎ 女 C6 01’29”90 第14回 山口 陽子 北海道身体障害者スイミングクラブ
050m背泳ぎ 女 C7 01’26”47 第22回 本橋 純子 東京ＤＡＣ
050m背泳ぎ 女 C8 01’05”91 第19回 篠田 美帆 群馬身体障害者水泳協会
050m背泳ぎ 女 F 02’43”66 第18回 山下 智子 個人（東京都）
050m背泳ぎ 女 B1 01’42”41 第20回 清田 尚子 トリトン スイミング クラブ
050m背泳ぎ 女 B2 00’51”38 第19回 金澤 直子 個人（横浜市）
050m背泳ぎ 女 D 00’52”53 第15回 竹田 麻衣子 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
100m背泳ぎ 女 U1 02’22”82 第14回 千田 ちづる 北海道身体障害者スイミングクラブ
100m背泳ぎ 女 L1 02’45”96 第17回 大石 孝子 オーシャンズ杉並
100m背泳ぎ 女 L2 02’01”56 第22回 木下 千代子 個人（東京都）
100m背泳ぎ 女 L3 03’08”22 第22回 勝俣 京子 トリトン スイミング クラブ
100m背泳ぎ 女 L4 01’42”14 第13回 高橋 桂子 個人（東京都）
100m背泳ぎ 女 L5 01’24”16 第17回 佐藤 真海 トリトン スイミング クラブ
100m背泳ぎ 女 A 02’00”04 第21回 鳴海 雪子 横浜 ドリーマースイミング クラブ
100m背泳ぎ 女 C4 03’01”06 第21回 秋葉 理絵 まんぼう サガミ
100m背泳ぎ 女 C5 02’12”32 第22回 大竹 麻里 東京ＤＡＣ
100m背泳ぎ 女 C6 01’32”39 第13回 山口 陽子 北海道身体障害者スイミングクラブ
100m背泳ぎ 女 C8 02’24”60 第19回 篠田 美帆 群馬身体障害者水泳協会
100m背泳ぎ 女 B1 01’20”30 第21回 秋山 里奈 東京４ＴＣ
100m背泳ぎ 女 B2 01’54”52 第20回 金澤 直子 個人（横浜市）
100m背泳ぎ 女 D 01’13”74 第13回 矢口 泉 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
025mバタフライ 女 L3 00’35”32 第20回 篠原 幸乃 オーシャンズ杉並
025mバタフライ 女 L4 00’30”51 第13回 釈迦野 尚子 個人（東京都）
025mバタフライ 女 L5 00’22”77 第14回 太田 嘉子 まんぼう サガミ
025mバタフライ 女 A 00’20”92 第14回 朝日 美智子 東京 ラッコ
025mバタフライ 女 UL3 00’25”78 第21回 竹内 すが子 横浜Ｕ’７
025mバタフライ 女 C4 00’35”44 第19回 倉澤 久美子 オーシャンズ杉並
025mバタフライ 女 C8 00’20”87 第19回 有賀 陽子 東京 ラッコ
025mバタフライ 女 B2 00’22”45 第20回 金澤 直子 個人（横浜市）
025mバタフライ 女 B3 00’26”05 第18回 田久保 美穂 東京４ＴＣ
050mバタフライ 女 U3 00’44”32 第15回 中井 昌子 トリトン スイミング クラブ
050mバタフライ 女 L2 01’03”82 第16回 伏見 宏恵 個人（静岡県）
050mバタフライ 女 L5 01’01”80 第14回 江副 滋子 まんぼう サガミ
050mバタフライ 女 C4 00’51”00 第22回 佐藤 志穂 トリトン スイミング クラブ
050mバタフライ 女 C6 00’55”83 第18回 奈良 恵里加 群馬身障水泳協会
050mバタフライ 女 B2 01’02”95 第18回 金澤 直子 個人（横浜市）
050mバタフライ 女 D 00’30”01 第13回 野口 美穂 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
100mバタフライ 女 U3 01’54”16 第13回 中井 昌子 トリトン スイミング クラブ
100mバタフライ 女 D 01’12”29 第22回 藤川 彩夏 長野県身体障害者水泳連盟
100m個人メドレー 女 U3 01’52”79 第12回 中井 昌子 トリトン スイミング クラブ
100m個人メドレー 女 L1 02’53”96 第14回 大石 孝子 オーシャンズ杉並
100m個人メドレー 女 L5 01’58”30 第22回 江副 滋子 まんぼう サガミ
100m個人メドレー 女 A 01’23”30 第19回 石井 博子 個人（横浜市）
100m個人メドレー 女 B1 01’27”52 第22回 秋山 里奈 東京４ＴＣ
100m個人メドレー 女 B2 01’58”29 第19回 金澤 直子 個人（横浜市）
100m個人メドレー 女 D 01’21”67 第17回 高瀬 理恵 トリトン スイミング クラブ
200m個人メドレー 女 U3 03’52”75 第16回 中條 昌子 トリトン スイミング クラブ
200m個人メドレー 女 B1 03’40”06 第20回 小野 智華子 個人（北海道）
200m個人メドレー 女 D 02’43”08 第22回 藤川 彩夏 長野県身体障害者水泳連盟
025m自由形 男 U3 00’15”47 第12回 宮崎 健 静岡県身体障害者水泳連盟「友泳会」
025m自由形 男 U4 00’24”68 第14回 阿部 美喜雄 まんぼう サガミ
025m自由形 男 L1 00’41”22 第19回 加藤 康孝 まんぼう サガミ
025m自由形 男 L2 00’16”47 第22回 金子 俊一郎 Will Speed Niigata
025m自由形 男 L3 00’19”71 第15回 横東 輝武 オーシャンズ杉並
025m自由形 男 L4 00’13”50 第22回 辻本 大輔 個人（埼玉県）
025m自由形 男 L5 00’15”66 第13回 橘 廣應 横浜 ドリーマーＳＣ
025m自由形 男 A 00’14”35 第22回 秦 秀名 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
025m自由形 男 UL2 00’43”83 第19回 波潟 健治 Will Speed Niigata
025m自由形 男 UL3 00’27”24 第18回 武縄 克磨 東京ウェルメイト
025m自由形 男 UL4 00’16”00 第18回 相崎 好文 東京ラッコ
025m自由形 男 C2 00’52”18 第18回 佐々木 修平 東京桐が丘ＳＣ
025m自由形 男 C3 00’58”59 第15回 大久保 太朗 桐が丘養護学校 スイミング クラブ
025m自由形 男 C4 00’21”46 第19回 角田 正司 長野県身体障害者水泳連盟
025m自由形 男 C5 00’32”61 第22回 松原 航太 北海道身体障害者 スイミング クラブ
025m自由形 男 C6 00’19”89 第20回 細川 晃史 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
025m自由形 男 C7 00’18”46 第20回 笠原 誠一 Will Speed Niigata
025m自由形 男 C8 00’15”18 第18回 矢作 通康 東京トリトン
025m自由形 男 F 01’00”90 第18回 向坂 宏史 個人（神奈川県）
025m自由形 男 B1 00’16”08 第18回 木村 敬一 東京４ＴＣ
025m自由形 男 B2 00’13”51 第16回 加藤 貢 Will Speed Niigata
025m自由形 男 B3 00’14”61 第20回 田中 健太郎 渋谷4803
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025m自由形 男 D 00’13”62 第22回 井上 真太朗 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
050m自由形 男 U3 00’29”14 第21回 坂本 広 トリトン スイミング クラブ
050m自由形 男 U4 00’29”94 第14回 中嶌 一生 長野県身体障害者水泳連盟
050m自由形 男 L1 00’57”79 第13回 山田 健二 静岡県身体障害者水泳連盟「友泳会」
050m自由形 男 L2 00’33”64 第22回 木村 潤平 日本電信電話株式会社
050m自由形 男 L3 00’38”33 第20回 藤井 宗親 オーシャンズ杉並
050m自由形 男 L4 00’29”06 第22回 辻本 大輔 個人（埼玉県）
050m自由形 男 L5 00’29”52 第14回 加門 智樹 富山 イルカ クラブ
050m自由形 男 A 00’29”66 第18回 木嶌 恒 東京ラッコ
050m自由形 男 UL1 01’12”71 第22回 三國 健一 宮前ドルフィン
050m自由形 男 UL2 00’49”61 第22回 鈴木 孝幸 ペンギン村水泳教室
050m自由形 男 UL3 00’39”65 第22回 桑原 誠 富士通株式会社
050m自由形 男 UL4 00’34”89 第19回 相崎 好文 渋谷4803
050m自由形 男 C3 01’18”00 第15回 小黒 健次 個人（東京都）
050m自由形 男 C4 00’35”53 第22回 小山 恭輔 東京 ラッコ
050m自由形 男 C5 00’55”52 第22回 鶴田 誠 横浜 ドリーマースイミング クラブ
050m自由形 男 C6 00’43”46 第20回 細川 晃史 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
050m自由形 男 C7 00’40”36 第21回 笠原 誠一 Will Speed Niigata
050m自由形 男 C8 00’32”89 第16回 矢作 通康 トリトン スイミング クラブ
050m自由形 男 B1 00’26”65 第22回 河合 純一 ペンギン村水泳教室
050m自由形 男 B2 00’26”87 第15回 酒井 喜和 個人（東京都）
050m自由形 男 B3 00’27”10 第18回 杉内 周作 東芝
050m自由形 男 D 00’26”15 第13回 岡野 高志 個人（新潟県）
100m自由形 男 U3 01’04”86 第21回 坂本 広 トリトン スイミング クラブ
100m自由形 男 U4 01’08”00 第14回 中嶌 一生 長野県身体障害者水泳連盟
100m自由形 男 L1 02’29”41 第12回 中村 昇 横浜 ドリーマーＳＣ
100m自由形 男 L2 01’14”70 第21回 木村 潤平 日本電信電話株式会社
100m自由形 男 L3 01’24”11 第16回 藤井 宗親 オーシャンズ杉並
100m自由形 男 L4 01’04”84 第16回 本村 洋介 東京 ラッコ
100m自由形 男 L5 01’02”75 第13回 加門 智樹 富山 イルカ クラブ
100m自由形 男 A 01’07”12 第19回 木嶌 恒 東京 ラッコ
100m自由形 男 UL1 02’28”09 第15回 三國 健一 個人（神奈川県）
100m自由形 男 UL4 01’33”30 第14回 軽部 弘 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
100m自由形 男 C2 03’23”06 第22回 小林 健三 静岡パシフィック・ドルフィン
100m自由形 男 C3 03’42”93 第22回 大手 千輝 静岡パシフィック・ドルフィン
100m自由形 男 C4 01’28”01 第20回 小山 恭輔 東京 ラッコ
100m自由形 男 C5 02’04”81 第22回 鶴田 誠 横浜 ドリーマースイミング クラブ
100m自由形 男 C6 01’37”69 第12回 青木 彰信 個人（東京都）
100m自由形 男 C7 01’37”79 第12回 俵谷 邦泰 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
100m自由形 男 C8 01’13”82 第16回 矢作 通康 トリトン スイミング クラブ
100m自由形 男 B1 01’08”53 第21回 木村 敬一 東京４ＴＣ
100m自由形 男 B2 00’59”81 第16回 酒井 喜和 東京４ＴＣ
100m自由形 男 B3 01’14”49 第19回 松崎 将太 東京４ＴＣ
100m自由形 男 D 00’57”60 第21回 山本 駿 長野県身体障害者水泳連盟
200m自由形 男 C4 02’58”87 第21回 小山 恭輔 東京 ラッコ
400m自由形 男 U3 06’31”56 第22回 尾高 広蔵 群馬身体障害者水泳協会
400m自由形 男 L2 06’22”64 第22回 新谷 雄一 千葉ミラクルズＳＣ
400m自由形 男 L3 06’50”65 第20回 木本 巌 北海道身体障害者 スイミング クラブ
400m自由形 男 L4 05’03”77 第16回 本村 洋介 東京 ラッコ
400m自由形 男 L5 07’35”47 第21回 黒岩 威彦 まんぼう サガミ
400m自由形 男 A 05’19”33 第19回 木嶌 恒 東京 ラッコ
400m自由形 男 C6 07’13”94 第12回 青木 彰信 個人（東京都）
400m自由形 男 C7 07’58”34 第22回 小形 健介 青森うみかぜＳＣ
400m自由形 男 C8 09’44”65 第13回 神長 達雄 横浜 ドリーマーＳＣ
400m自由形 男 B1 05’04”46 第16回 河合 純一 個人（静岡県）
400m自由形 男 B2 04’36”81 第15回 酒井 喜和 個人（東京都）
400m自由形 男 D 05’08”18 第15回 増田 慎吾 トリトン スイミング クラブ
025m平泳ぎ 男 U2 00’30”24 第15回 岡田 壮並 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
025m平泳ぎ 男 U3 00’18”29 第22回 田邉 薫 北海道身体障害者 スイミング クラブ
025m平泳ぎ 男 L1 00’31”43 第13回 山田 健二 静岡県身体障害者水泳連盟「友泳会」
025m平泳ぎ 男 L2 00’25”17 第15回 前田 大介 長野県身体障害者水泳連盟
025m平泳ぎ 男 L3 00’26”29 第22回 駒崎 茂 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
025m平泳ぎ 男 L4 00’29”98 第16回 石原 秀二 群馬身体障害者水泳協会
025m平泳ぎ 男 L5 00’19”84 第16回 村山 皓昭 トリトン スイミング クラブ
025m平泳ぎ 男 A 00’19”05 第19回 三原 一乗 トリトン スイミング クラブ
025m平泳ぎ 男 UL2 01’02”82 第14回 小塩 豊 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
025m平泳ぎ 男 UL3 00’33”15 第13回 東 光一 横浜 ドリーマーＳＣ
025m平泳ぎ 男 UL4 00’24”93 第18回 軽部 弘 茨城ＤＯＳＣ
025m平泳ぎ 男 C4 00’39”18 第21回 武藤 直樹 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
025m平泳ぎ 男 C5 00’37”30 第17回 高橋 俊雅 仙台チャレンジ スイミング クラブ
025m平泳ぎ 男 C6 00’29”09 第15回 川畑 光一 個人（神奈川県）
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025m平泳ぎ 男 C7 00’25”44 第17回 俵谷 邦泰 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
025m平泳ぎ 男 B1 00’20”18 第13回 望月 幸晴 個人（神奈川県）
025m平泳ぎ 男 B2 00’19”26 第17回 高橋 貢雄 仙台チャレンジ スイミング クラブ
025m平泳ぎ 男 B3 00’18”90 第16回 寺島 孝行 東京４ＴＣ
050m平泳ぎ 男 U2 01’02”52 第12回 岡田 壮並 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
050m平泳ぎ 男 U3 00’45”46 第18回 池田 浩昭 個人（東京都）
050m平泳ぎ 男 L1 01’10”57 第12回 山田 健二 静岡県身体障害者水泳連盟「友泳会」
050m平泳ぎ 男 L2 00’47”49 第22回 木村 潤平 日本電信電話株式会社
050m平泳ぎ 男 L3 01’02”74 第21回 駒崎 茂 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
050m平泳ぎ 男 L4 01’02”05 第22回 新井 英明 東京 ラッコ
050m平泳ぎ 男 L5 00’42”34 第12回 加門 智樹 個人（栃木県）
050m平泳ぎ 男 A 00’42”70 第20回 三原 一乗 トリトン スイミング クラブ
050m平泳ぎ 男 UL2 00’56”86 第19回 鈴木 孝幸 ＷＡＳＥＤＡ ＣＬＵＢ
050m平泳ぎ 男 UL4 00’54”58 第14回 山崎 泰広 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
050m平泳ぎ 男 C3 01’22”60 第12回 小島 真之 桐が丘養護学校 スイミング クラブ
050m平泳ぎ 男 C4 01’23”11 第12回 武藤 直樹 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
050m平泳ぎ 男 C5 01’19”33 第14回 庄子 晴樹 北海道身体障害者スイミングクラブ
050m平泳ぎ 男 C6 00’48”82 第21回 工藤 孝和 静岡パシフィック・ドルフィン
050m平泳ぎ 男 C7 01’01”39 第22回 俵谷 邦泰 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ
050m平泳ぎ 男 C8 00’58”20 第20回 吉田 浩久 トリトン スイミング クラブ
050m平泳ぎ 男 B1 00’46”46 第13回 望月 幸晴 個人（神奈川県）
050m平泳ぎ 男 B2 00’36”09 第17回 中條 泰治 トリトン スイミング クラブ
050m平泳ぎ 男 B3 00’34”65 第21回 杉内 周作 株式会社 東芝
050m平泳ぎ 男 D 00’34”74 第21回 北嶋 昇 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
100m平泳ぎ 男 U2 02’26”52 第17回 岡田 壮並 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
100m平泳ぎ 男 U3 01’27”74 第17回 細川 将 トリトン スイミング クラブ
100m平泳ぎ 男 L2 01’44”51 第18回 木村 潤平 チーム早稲田
100m平泳ぎ 男 L3 02’27”91 第20回 駒崎 茂 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
100m平泳ぎ 男 L5 01’40”01 第16回 村山 皓昭 トリトン スイミング クラブ
100m平泳ぎ 男 A 01’28”07 第22回 舘山 正人 仙台チャレンジ スイミング クラブ
100m平泳ぎ 男 UL4 02’08”08 第12回 山崎 泰広 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
100m平泳ぎ 男 C5 03’09”84 第13回 庄子 晴樹 北海道身体障害者スイミングクラブ
100m平泳ぎ 男 C6 01’42”55 第22回 工藤 孝和 静岡パシフィック・ドルフィン
100m平泳ぎ 男 C7 02’47”64 第22回 奥山 浩 まんぼう サガミ
100m平泳ぎ 男 C8 01’45”75 第20回 大江 正明 富山 イルカ クラブ
100m平泳ぎ 男 B1 01’18”99 第22回 木村 敬一 東京４ＴＣ
100m平泳ぎ 男 B2 01’17”18 第17回 杉田 好士郎 東京４ＴＣ
100m平泳ぎ 男 B3 01’33”97 第15回 寺島 孝行 トリトン スイミング クラブ
100m平泳ぎ 男 D 01’12”83 第22回 北嶋 昇 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
025m背泳ぎ 男 U2 00’55”37 第12回 杉浦 嘉昌 まんぼう サガミ
025m背泳ぎ 男 U3 00’30”45 第20回 渡辺 勇 まんぼう サガミ
025m背泳ぎ 男 L1 00’33”77 第20回 五嶋 善明 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ
025m背泳ぎ 男 L2 00’24”48 第13回 前田 大介 長野県身体障害者水泳連盟
025m背泳ぎ 男 L3 00’28”83 第15回 町田 芳明 群馬身体障害者水泳協会
025m背泳ぎ 男 L4 00’16”47 第13回 本村 洋介 東京 ラッコ
025m背泳ぎ 男 L5 00’20”25 第20回 橘 廣應 川崎アクアエンジェル
025m背泳ぎ 男 UL2 00’42”95 第22回 波潟 健治 Will Speed Niigata
025m背泳ぎ 男 UL3 00’34”80 第13回 本間 弘 個人（新潟県）
025m背泳ぎ 男 UL4 00’29”50 第13回 皆口 斉 個人（東京都）
025m背泳ぎ 男 C2 00’53”81 第19回 佐々木 修平 桐が丘養護学校 スイミング クラブ
025m背泳ぎ 男 C3 00’56”96 第19回 加藤 芳史 桐が丘養護学校 スイミング クラブ
025m背泳ぎ 男 C4 00’39”29 第15回 戎 司 個人（青森県）
025m背泳ぎ 男 C6 00’26”72 第17回 五十嵐 春城 個人（埼玉県）
025m背泳ぎ 男 C7 00’27”25 第21回 石塚 実 長野県身体障害者水泳連盟
025m背泳ぎ 男 F 00’47”86 第22回 佐々木 修平 桐が丘特別支援学校 スイミング クラブ
025m背泳ぎ 男 B1 00’24”61 第22回 杉原 康之 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ
025m背泳ぎ 男 B2 00’21”42 第14回 塩川 雄三 静岡県身体障害者水泳連盟「友泳会」
050m背泳ぎ 男 U2 02’28”73 第13回 杉浦 嘉昌 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
050m背泳ぎ 男 U3 00’57”50 第12回 溝口 信行 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
050m背泳ぎ 男 L1 01’03”72 第18回 仙座 北斗 個人（川崎市）
050m背泳ぎ 男 L2 00’44”22 第16回 木村 潤平 オーシャンズ杉並
050m背泳ぎ 男 L3 01’02”19 第22回 町田 芳明 群馬身体障害者水泳協会
050m背泳ぎ 男 L4 00’34”25 第13回 本村 洋介 東京 ラッコ
050m背泳ぎ 男 L5 00’44”69 第15回 橘 廣應 横浜 ドリーマーＳＣ
050m背泳ぎ 男 A 00’36”15 第21回 木嶌 恒 東京 ラッコ
050m背泳ぎ 男 UL2 01’28”63 第22回 波潟 健治 Will Speed Niigata
050m背泳ぎ 男 UL3 01’05”80 第16回 佐久間 侶男 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
050m背泳ぎ 男 UL4 00’52”54 第15回 宮本 靖 オーシャンズ杉並
050m背泳ぎ 男 C2 01’42”47 第22回 小林 健三 静岡パシフィック・ドルフィン
050m背泳ぎ 男 C3 00’59”49 第20回 須釜 健一 秋田身体障害者水泳協会
050m背泳ぎ 男 C4 01’09”03 第20回 池上 繁男 個人（千葉県）
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種目 性別 クラス 記録 回次 氏名 所属
050m背泳ぎ 男 C6 00’52”75 第16回 五十嵐 春城 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
050m背泳ぎ 男 C7 01’02”66 第19回 石塚 実 長野県身体障害者水泳連盟
050m背泳ぎ 男 C8 00’47”45 第13回 立林 正樹 北海道身体障害者スイミングクラブ
050m背泳ぎ 男 F 01’56”27 第20回 佐々木 修平 桐が丘養護学校 スイミング クラブ
050m背泳ぎ 男 B1 00’33”92 第21回 河合 純一 個人（静岡県）
050m背泳ぎ 男 B2 00’29”66 第17回 酒井 喜和 東京４ＴＣ
050m背泳ぎ 男 B3 00’33”82 第18回 杉内 周作 東芝
050m背泳ぎ 男 D 00’33”70 第22回 齋藤 康幸 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
100m背泳ぎ 男 U3 03’49”56 第14回 西沢 弓尓 個人（新潟県）
100m背泳ぎ 男 L1 02’24”69 第22回 押田 光生 トリトン スイミング クラブ
100m背泳ぎ 男 L3 01’47”22 第22回 加藤 雄大 北海道身体障害者 スイミング クラブ
100m背泳ぎ 男 L4 01’13”22 第14回 本村 洋介 東京 ラッコ
100m背泳ぎ 男 L5 01’29”58 第22回 穴吹 達郎 東京 ラッコ
100m背泳ぎ 男 A 01’23”50 第22回 須田 修史 千葉ミラクルズＳＣ
100m背泳ぎ 男 UL3 02’32”58 第17回 佐久間 侶男 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
100m背泳ぎ 男 UL4 01’46”81 第16回 宮本 靖 オーシャンズ杉並
100m背泳ぎ 男 UL4 01’46”81 第18回 宮本 靖 オーシャンズ杉並
100m背泳ぎ 男 C4 03’06”56 第18回 江口 峻一 個人（東京都）
100m背泳ぎ 男 C6 02’01”41 第16回 五十嵐 春城 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
100m背泳ぎ 男 C8 02’01”91 第21回 吉田 浩久 トリトン スイミング クラブ
100m背泳ぎ 男 B1 01’13”93 第16回 河合 純一 個人（静岡県）
100m背泳ぎ 男 B2 01’08”71 第20回 酒井 喜和 東京４ＴＣ
100m背泳ぎ 男 B3 01’30”73 第22回 片柳 裕貴 東京４ＴＣ
100m背泳ぎ 男 D 01’13”51 第22回 齋藤 康幸 ＤＯ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｌｕｂ
025mバタフライ 男 U3 00’24”64 第22回 渡辺 勇 まんぼう サガミ
025mバタフライ 男 L2 00’17”91 第17回 前田 大介 長野県身体障害者水泳連盟
025mバタフライ 男 L4 00’17”96 第18回 野口 拓也 ＷＳ新潟
025mバタフライ 男 L5 00’17”38 第19回 大沼 順市 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ
025mバタフライ 男 A 00’14”78 第21回 西澤 仙次 個人（東京都）
025mバタフライ 男 UL3 00’30”11 第14回 沢木 正衛 トリトン スイミング クラブ
025mバタフライ 男 C4 00’23”76 第22回 山田 豊実 トヨザネ弘前ＳＣ
025mバタフライ 男 C7 00’23”76 第21回 笠原 誠一 Will Speed Niigata
025mバタフライ 男 B2 00’14”81 第18回 加藤 貢 ＷＳ新潟
025mバタフライ 男 B3 00’17”44 第18回 松崎 将太 東京４ＴＣ
050mバタフライ 男 U3 00’50”40 第15回 百瀬 真文 長野県身体障害者水泳連盟
050mバタフライ 男 L2 00’40”39 第16回 前田 大介 長野県身体障害者水泳連盟
050mバタフライ 男 L3 00’45”27 第16回 藤井 宗親 オーシャンズ杉並
050mバタフライ 男 L4 00’51”20 第15回 岩品 善彦 東京 ラッコ
050mバタフライ 男 L5 00’29”12 第13回 加門 智樹 富山 イルカ クラブ
050mバタフライ 男 A 00’33”78 第17回 木嶌 恒 東京 ラッコ
050mバタフライ 男 C4 00’45”13 第20回 小山 恭輔 東京 ラッコ
050mバタフライ 男 C7 00’55”24 第17回 笠原 誠一 Will Speed Niigata
050mバタフライ 男 B1 00’44”88 第16回 永野 雅士 東京 ラッコ
050mバタフライ 男 B2 00’31”62 第19回 角野 正樹 オーシャンズ杉並
050mバタフライ 男 B3 00’30”83 第19回 杉内 周作 株式会社 東芝
050mバタフライ 男 D 00’28”47 第22回 藤井 陽 愛知県ろう者水泳部
100mバタフライ 男 U3 01’17”98 第21回 細川 将 富士通株式会社
100mバタフライ 男 L4 02’09”43 第16回 岩品 善彦 東京 ラッコ
100mバタフライ 男 A 01’23”53 第18回 木嶌 恒 東京ラッコ
100mバタフライ 男 B2 01’15”22 第18回 松島 大地 東京ラッコ
100mバタフライ 男 B3 01’44”39 第17回 松崎 将太 東京４ＴＣ
100mバタフライ 男 D 01’07”15 第20回 岡野 高志 Will Speed Niigata
075m個人メドレー 男 UL2 03’17”23 第17回 小塩 豊 埼玉県障害者交流センター水泳クラブ さきたまマンボウ
100m個人メドレー 男 U3 01’15”87 第20回 坂本 広 トリトン スイミング クラブ
100m個人メドレー 男 L1 03’24”55 第12回 中村 昇 横浜 ドリーマーＳＣ
100m個人メドレー 男 L2 01’29”01 第19回 木村 潤平 ＷＡＳＥＤＡ ＣＬＵＢ
100m個人メドレー 男 L4 02’11”35 第18回 原田 耕一 東京ラッコ
100m個人メドレー 男 L5 01’45”34 第18回 佃 総一郎 オーシャンズ杉並
100m個人メドレー 男 A 01’21”84 第21回 須田 修史 個人（千葉県）
100m個人メドレー 男 UL4 02’00”85 第16回 相崎 好文 東京 ラッコ
100m個人メドレー 男 C4 01’40”90 第22回 小山 恭輔 東京 ラッコ
100m個人メドレー 男 C7 02’09”78 第18回 笠原 誠一 ＷＳ新潟
100m個人メドレー 男 B1 01’15”95 第12回 河合 純一 トリトン スイミング クラブ
100m個人メドレー 男 B2 01’08”98 第18回 酒井 喜和 東京４ＴＣ
100m個人メドレー 男 B3 01’10”25 第22回 杉内 周作 株式会社 東芝
100m個人メドレー 男 D 01’08”98 第17回 岡野 高志 Will Speed Niigata
200m個人メドレー 男 U3 02’49”81 第19回 坂本 広 トリトン スイミング クラブ
200m個人メドレー 男 L5 04’31”64 第21回 黒岩 威彦 まんぼう サガミ
200m個人メドレー 男 A 02’48”64 第22回 須田 修史 千葉ミラクルズＳＣ
200m個人メドレー 男 B1 02’49”48 第21回 木村 敬一 東京４ＴＣ
200m個人メドレー 男 B2 02’27”40 第16回 酒井 喜和 東京４ＴＣ
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200m個人メドレー 男 D 02’29”23 第21回 山本 駿 長野県身体障害者水泳連盟
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