
日本ろう水泳記録表・短水路 2019年4月1日現在

記　　録 氏　　名 所　　属 大　　会　　名 大会日付 会　　場　　名
25M 11秒57 早川　友二 ＦＵＪＩＴＳＵ 第4回日本ろう者水泳選手権大会 2009年10月31日 福岡グローバープラザ温水プール
50M 23秒94 茨　隆太郎 東海大学 第10回日本ろう者水泳選手権大会 2015年11月22日 佐賀県総合運動場水泳場

100M 52秒25 藤原　慧 日大豊山高 東京都秋季水泳競技大会 2013年11月16日 東京辰巳国際水泳場
200M 1分50秒65 藤原　慧 日本大学 第9回日本ろう者水泳選手権大会 2014年11月23日 大阪体育大学
400M 3分52秒32 藤原　慧 日本大学 東京都冬季大会 2017年2月12日 東京辰巳国際水泳場
800M 8分00秒50 藤原　慧 日本大学 東京都新春大会 2015年1月17日 東京辰巳国際水泳場

1500M 15分06秒67 藤原　慧 日本大学 東京都新春大会 2015年1月17日 東京辰巳国際水泳場
25M 14秒65 中川　裕介 KYOCERA 第11回日本ろう者水泳選手権大会 2017年12月11日 岐阜県福祉友愛プール
50M 29秒92 茨　隆太郎 東海大学 第10回日本ろう者水泳選手権大会 2015年11月22日 佐賀県総合運動場水泳場

100M 1分06秒85 茨　隆太郎 東京DSC 東京都東部･市外部ﾌﾞﾛｯｸ合同公認記録会 2012年3月24日 東京辰巳国際水泳場

200M 2分28秒86 星　泰雅 仙台大学 第13回日本ろう者水泳選手権大会 2018年11月25日 スイムピア奈良
25M 13秒31 金持　義和 唐津SC 第6回日本ろう者水泳選手権大会 2011年10月9日 静岡市立西ヶ谷温水プール

50M 25秒97 金持　義和 エイベックス 第35回和歌山地域A･AA級 2017年7月9日 秋葉山公園県民水泳場
100M 55秒47 金持　義和 大阪体育大学 第22回関西学生春季短水路記録会 2015年4月26日 尼崎スポーツの森プール
200M 2分00秒36 金持　義和 大阪体育大学 第21回関西学生春季短水路記録会 2014年4月13日 尼崎スポーツの森プール

25M 12秒31 上田　雄二 サンタマリア 第11回日本ろう者水泳選手権大会 2017年12月11日 岐阜県福祉友愛プール
50M 25秒48 茨　隆太郎 BLUE SHARKS 第11回日本ろう者水泳選手権大会 2017年12月11日 岐阜県福祉友愛プール

100M 56秒14 津田　悠太 飛龍高校 第13回日本ろう者水泳選手権大会 2018年11月25日 スイムピア奈良
200M 2分01秒75 津田　悠太 飛龍高校 第13回日本ろう者水泳選手権大会 2018年11月25日 スイムピア奈良
100M 57秒38 茨　隆太郎 東海大学 第10回日本ろう者水泳選手権大会 2015年11月22日 佐賀県総合運動場水泳場
200M 2分00秒39 茨　隆太郎 東京DC 東京都春季大会 2017年4月9日 東京辰巳国際水泳場
400M 4分16秒92 茨　隆太郎 東京DC 東京都春季大会 2017年4月9日 東京辰巳国際水泳場
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記　　録 氏　　名 所　　属 大　　会　　名 大会日付 会　　場　　名

25M 13秒60 高瀬  理恵 ノムラＳ 第12回日本ろう者水泳選手権大会 2017年11月26日 横浜ラポール

50M 28秒94 久保　南 愛知県 第13回日本ろう者水泳選手権大会 2018年11月25日 スイムピア奈良

100M 1分00秒12 今村  可奈 大阪・太成高 第29回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ大阪府予選会 2006年6月17日 大阪水泳学校長吉ﾌﾟｰﾙ

200M 2分12秒58 今村  可奈 大阪・太成高 日本ろう者水泳選手権ｵｰﾌﾟﾝ競技大会 2004年9月5日 愛知産業大学三河高等学校

400M 4分36秒66 齋藤　京香 酒田水泳教室 山形県春季A･AA級記録会 2017年2月19日 鶴岡市民ﾌﾟｰﾙ

800M 9分30秒52 齋藤　京香 酒田水泳教室 山形県春季A･AA級記録会 2017年2月19日 鶴岡市民ﾌﾟｰﾙ

1500M 18分38秒85 今村　可奈 菊水SS 第7回日本ろう者水泳選手権大会 2012年11月4日 相生市立温水プール

25M 16秒71 高瀬  理恵 ノムラＳ 第8回日本ろう者水泳選手権大会 2013年11月3日 滋賀県立障害者福祉ｾﾝﾀｰ

50M 34秒18 高瀬  理恵 ノムラＳ 2012年度日本マスターズ水泳短水路大会 2012年4月29日 東京都辰巳国際水泳場

100M 1分14秒87 久保　南 東海学園大学 第17回津田ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞｶｯﾌ 2017年4月16日 三重交通G ｽﾎﾟｰﾂの杜 鈴鹿

200M 2分44秒06 久保　南 東海学園大学 第17回津田ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞｶｯﾌ 2017年4月16日 三重交通G ｽﾎﾟｰﾂの杜 鈴鹿

25M 15秒72 中東　郁葉 松商学園 第13回日本ろう者水泳選手権大会 2018年11月25日 スイムピア奈良

50M 32秒33 中東　郁葉 長野県 第12回日本ろう者水泳選手権大会 2017年11月26日 横浜ラポール

100M 1分08秒17 中東　郁葉 長野県 第11回日本ろう者水泳選手権大会 2016年12月11日 岐阜県福祉友愛プール

200M 2分28秒52 中東　郁葉 SAM中央 第7回春季松本市招待大会 2017年4月30日 SAM松本SS

25M 14秒89 今村　可奈 菊水SS 第8回日本ろう者水泳選手権大会 2013年11月3日 滋賀県立障害者福祉ｾﾝﾀｰ

50M 29秒82 藤川　彩夏 ＡＦＡＳ伊南 長野県春季室内選手権水泳競技大会 2013年2月10日 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ

100M 1分04秒43 藤川　彩夏 東京女子体育大学 第30回関東学生夏季記録会 2016年6月26日 相模原市立総合水泳場

200M 2分25秒37 藤川　彩夏 ＡＦＡＳ伊南 第41回長野県秋季スイミングクラブ水泳競技大会 2010年11月14日 フィットネスクラブＦＬＡＴ
100M 1分12秒63 今村　可奈 菊水SS 第8回日本ろう者水泳選手権大会 2013年11月3日 滋賀県立障害者福祉ｾﾝﾀｰ
200M 2分28秒63 齋藤　京香 酒田光陵高校 飽海地区高等学校総体 2017年5月28日 酒田市光ヶ丘プール
400M 5分11秒20 齋藤　京香 酒田光陵高校 飽海地区高等学校総体 2017年5月28日 酒田市光ヶ丘プール
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岐阜県福祉友愛プール

400M               

2017年12月11日

第11回日本ろう者水泳選手権大会

フリーリレー

200M 1分57秒82 最強Girls 第11回日本ろう者水泳選手権大会

400M

岐阜県福祉友愛プール

自由形

平泳ぎ

背泳ぎ

個人メドレー

メドレーリレー

バタフライ

           

200M 2分06秒08 最強Girls 2017年12月11日

  

佐賀県総合運動場水泳場

400M               

2015年11月22日

＜　女　子　＞
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2015年11月22日 佐賀県総合運動場水泳場

400M               

第10回日本ろう者水泳選手権大会

フリーリレー

200M 1分40秒84 ヨッシーと愉快 第10回日本ろう者水泳選手権大会

個人ﾒﾄﾞﾚｰ
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200M 1分49秒17 ヨッシーと愉快
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