
　　　　　　　　　　板橋区水泳競技大会記録表　　
　　　　　　平成26年10月現在（赤字は６７回大会での新記録）

男子小学（５０M) 2014' (長水路記録)
自由形 ４年 　　３１：７０ 天野　　翼 高島平SS 平成２４年

５年 　　３０：１１ 池田　大和 高島平SS 平成２４年
６年 　　２８：３４ 曾根田　翼 高島平SS 平成１４年

平泳ぎ ４年 　　４０：８８ 高久　麻希 　平成２３年
５年 　　３９：１４ 中川　湧太 高島平SS    平成１８年
６年 　　３４：８３ 神田　晴圭 平成２４年

背泳ぎ ４年 　　３５：８６ 森田　大地 高島平SS 平成１７年
５年 　　３４：８０ 小西　廣也 志村四小 平成２４年
６年 　　３０：９０ 安達　　亨　　 ＴＳＳ 平成　２年

バタフライ ４年 　　３３：８４ 天野　　翼 高島平SS 平成２４年
５年 　　３２：５１ 小西　廣也 志村四小 平成２４年
６年 　　２９：１１ 三枝　弦人 高島平SS 平成１９年

女子小学（５０M)
自由形 ４年 　　３０：９２ 服部　亜実 高島平SS 平成２４年

５年 　　２９：９１ 服部　亜実 高島平SS 　平成２５年
６年 　　２８：８４ 坂本　貴代 ＴＳＳ 平成１２年

平泳ぎ ４年 　　４０：６８ 永井　亜美 志村第六小 平成１８年
５年 　　３７：１５ 中島　未由佳 カルチャー 平成２３年
６年 　　３５：６９ 中島　未由佳 カルチャー 平成２４年

背泳ぎ ４年 　　３５：４５ 野村　なずな 平成２４年
５年 　　３５：０１ 黒澤　奏子 高島平SS 平成１５年
６年 　　３４：０７ 返町　和紗 高島平SS 平成１９年

バタフライ ４年 　　３２：８７ 畑尾　百乃 平成２５年
５年 　　３１；７８ 畑尾　百乃 　平成２６年
６年 　　３１：３２ 山口　知奈 カルチャー 平成２４年

男子中学
　５０M　自由形 　　２５：９０ 蔡　龍之介 平成２４年
１００M　自由形 　　５５：９３ 蔡　龍之介 平成２４年
　５０M　平泳ぎ 　　３２：２８ 高久　麻希 平成２６年
１００M　平泳ぎ １．０７：２０ 加藤　弘之 ミサワ 平成２４年
　５０M　背泳ぎ 　　２８：９５ 原　淳太 カルチャー 平成２４年
１００M　背泳ぎ １．００：４０ 安達　　亨 ＴＳＳ 平成  ５年
　５０M　バタフライ 　　２７：８１ 牧田　直也 平成２５年
１００M　バタフライ 　　５９：４６ 小林　啓介 志村五中 平成１５年
２００M　個人メドレー ２．１４：３１ 貝谷　俊宣 平成１２年
２００M　メドレーリレー １．５９：０２ ミサワ 平成２４年
２００M　フリーリレー １．４９：２５ ミサワ 平成２４年
４００M　フリーリレー ４．０３：６０ 芝工大中A 平成　５年
女子中学
　５０M　自由形 　　２７：３３ 常盤　怜以 上板一中 平成２５年
１００M　自由形 １．０１：１１ 常盤　怜以 上板一中 平成２４年
　５０M　平泳ぎ 　　３４：５３ 中島　未由佳 カルチャー 平成２６年
１００M　平泳ぎ １．１４：４９ 中島　未由佳 カルチャー 平成２６年
　５０M　背泳ぎ 　　３２：５９ 阿久津　美沙緒 平成２５年
１００M　背泳ぎ １．０９：３７ 稲垣　美穂 志村五中 平成２３年
　５０M　バタフライ 　　３０：１２ 山口　知奈 カルチャー 平成２６年
１００M　バタフライ １．０５：９５ 山本　菜摘 平成１８年
２００M　個人メドレー ２．２７：１１ 稲垣　美穂 志村五中 平成２３年
２００M　メドレーリレー ２．０８：９７ カルチャー 平成２５年
２００M　フリーリレー １．５６：９２ カルチャー 平成２６年



男子一般 2014' (長水路記録)
　５０M　自由形 　　２４：９７ 福岡　祐介 洋泳会 平成２３年
１００M　自由形 　　５３：１４ 増田　聖怜 マスダ 平成２６年
　５０M　平泳ぎ 　　３１：２４ 吉田　勇気 ミサワ 平成２３年
１００M　平泳ぎ １．０８：９２ 田中　博士 芝浦大 平成１１年
　５０M　背泳ぎ 　　２７：３６ 阿部　桂祐 洋泳会板橋 平成２６年
１００M　背泳ぎ 　　５８：５０ 阿部　桂祐 洋泳会板橋 平成２６年
　５０M　バタフライ 　　２６：９５ 相場　修治 ミサワ 平成２４年
１００M　バタフライ 　　５７：９７ 宇野　亮 マスダ 平成２６年
２００M　個人メドレー ２．１４：０６ 原　　淳太 カルチャー 平成２５年
２００M　メドレーリレー １．５３：２９ カルチャー 平成２５年
２００M　フリーリレー １．４１：７５ マスダ 平成２６年
４００M　フリーリレー ３．５０：３０ 芝浦高大A 平成　６年
女子一般
　５０M　自由形 　　２８：６７ 小松　知花子 芝浦SC 平成１２年
１００M　自由形 １．０３：１８ 小川　夏季 芝浦SC 平成１８年
　５０M　平泳ぎ 　　３６：４０ 山家　千文 ＴＳＳ 昭和６２年
１００M　平泳ぎ １．１４：８８ 松田　仁美 平成２５年
　５０M　背泳ぎ 　　３２：０４ 皆川　栞 北園高校 平成２５年
１００M　背泳ぎ １．０８：２０ 小川　夏季 芝浦SC 平成１８年
　５０M　バタフライ 　　３１：００ 津田　絵理佳 平成２５年
１００M　バタフライ １．０６：６５ 佐藤　友佳 紫泳会 平成１５年
２００M　個人メドレー ２．２５：４０ 松田　仁美 平成２５年
２００M　メドレーリレー ２．１４：９０ 芝浦SC 平成１７年
２００M　フリーリレー ２．００：０６ 芝浦SC 平成１２年
男子壮年（５０M）
自由形 ３０代 　　２５：１２ 佐野　賢吉 深澤米店 平成１７年

４０代 　　２６：８７ 大元　裕介 平成２４年
５０代 　　２８：５９ 堀内　行夫 板税マスタ 平成２４年
６０歳以上　　２８：６７ 堀内　行夫 板税マスタ 平成２５年

平泳ぎ ３０代 　　３３：７４ 杉本　誠二 酔泳会 平成２６年
４０代 　　３５：４９ 西村　　功 平成１８年
５０代 　　３６：９９ 松田　修一 平成２５年
６０歳以上　　４１：６２ 寺島　　滋 板税マスタ 平成２３年

背泳ぎ ３０代 　　３０：３２ 山上　勝士 カルチャー 平成２６年
４０代 　　３１：５９ 大元　裕介 平成２４年
５０代 　　３２：５０ 濱井　健次 ＨＲＣ 平成２５年
６０歳以上　　３７：６０ 星野　　稔 平成１７年

バタフライ ３０代 　　２６：５２ 杉本　誠二 酔泳会 平成２３年
４０代 　　２８：４７ 濱井　健次 ＨＲＣ 平成１４年
５０代 　　２９：７０ 濱井　健次 ＨＲＣ 平成２５年
６０歳以上　　３２：０２ 堀内　行夫 板税マスタ 平成２６年

女子壮年（５０Ｍ）
自由形 ３０代 　　２９：５７ 阿部　恵 ＨＲＣ 平成２５年

４０代 　　３１：１３ 宮里　美保子 西台力泳会 平成２３年
５０代 　　３４：６６ 大迫　恵子 平成２５年
６０歳以上　　３５：６６ 塚原　喜美代 平成２６年

平泳ぎ ３０代 　　４３：３８ 中川　香穂 スタイル１ 平成１６年
４０代 　　４１：９６ 中川　香穂 高島平SS 平成１８年
５０代 　　４５：８７ 大迫　恵子 平成２５年
６０歳以上　　５０：２６ 松木　真知子 酔泳会 平成２４年

背泳ぎ ３０代 　　３６：３６ 宮里　恭子 西台力泳会 平成２５年
４０代 　　３７：３５ 高瀬　明乃 月苦友達 平成２６年
５０代 　　４２：２５ 平林　すみれ 酔泳会 平成２６年
６０歳以上　　４５：５６ 塚原　喜美代 平成２６年

バタフライ ３０代 　　３３：１０ 阿部　恵 ＨＲＣ 平成２５年
４０代 　　３４：８９ 菊地　真穂 板橋水連 平成２４年
５０代 　　４２：０５ 磯川　みゆき 酔泳会 平成２６年
６０歳以上　　４８：６１ 矢頭　美津世 平成２６年


