
更新： 2020/3/20

【2019年度　公認】

◎ 2020/2/23 （新記録　公認）　2019年度徳島県SC　A･AA級水泳競技大会（徳島：いしいドーム）
男子100m　 平泳ぎ 幸田　太一（OK藍住) 59.72 県新・県高校新（短水路) 2020/2/23

男子100m　 平泳ぎ 鈴木　海吏（OKSS） 1:09.02 県学童新（短水路) 2020/2/23

◎ 2020/2/8-9 （新記録　公認）　きららカップ2020（山口：きらら博記念公園水泳プール）
男子50m　 バタフライ 田村　　晴（OK藍住） 28.32 県学童新（長水路) 2020/2/8

男子50m　 平泳ぎ 鈴木　海吏（OKSS） 32.69 県学童新（長水路) 2020/2/8

男子100m　 平泳ぎ 幸田　太一（OK藍住) 1:02.21 県新・県高校新（長水路) 2020/2/9

男子100m　 平泳ぎ 川人　玲温（OKSS) 1:04.35 県中学新（長水路) 2020/2/9

男子100m　 平泳ぎ 鈴木　海吏（OKSS） 1:09.53 県学童新（長水路) 2020/2/9

◎ 2020/2/2 （新記録　公認）　2019年度徳島県SC冬季室内水泳競技大会（徳島：アサンスポーツクラブ）

男子4×100m　 メドレーリレー OKSS

阿部・川人・相原・多田 3:49.28 県新・県高校新（短水路) 2020/2/2

◎2020/1/11-12 （新記録　公認）　四国SC新年フェスティバル水泳競技大会（愛媛：アクアパレットまつやま）

男子100m　 平泳ぎ 川人　玲温（OKSS) 1:02.58 県中学新（短水路) 2020/1/11

男子4×100m　 リレー OKSS

多田・幸津・阿部・穴田 3:28.94 県新・県高校新（短水路) 2020/1/11

男子200m　 平泳ぎ 幸田　太一（OK藍住) 2:10.30 県新・県高校新（短水路) 2020/1/12

男子200m　 平泳ぎ 川人　玲温（OKSS) 2:12.47 県中学新（短水路) 2020/1/12

◎ 2019/12/8 （新記録　公認）　関東学生ウィンターカップ（神奈川：相模原グリーンプール）

女子200m　 バタフライ 新野　杏奈（筑波大） 2:05.94 県新（短水路） 2019/12/8

◎ 2019/11/17 （新記録　公認）　2019年度徳島県SC秋季室内水泳競技大会（徳島：いしいドーム）

男子100m　 自由形 多田　貴資（OKSS) 50.63 県高校新（短水路) 2019/11/17

男子100m　 背泳ぎ 髙木　理夢（OK藍住） 56.88 県中学新（短水路) 2019/11/17

男子100m　 平泳ぎ 川人　玲温（OKSS) 1:02.72 県中学新（短水路) 2019/11/17

◎ 2019/10/26-27 （新記録　公認）　第61回日本選手権(25ｍ)水泳競技大会（東京：東京辰巳国際水泳場）

女子200m　 バタフライ 新野　杏奈（筑波大） 2:06.46 県新（短水路） 2019/10/26

◎ 2019/9/14-16 （新記録　公認）　第74回 国民体育大会水泳競技大会（茨城・山新スイミングアリーナ)

男子200m　 平泳ぎ 幸田　太一（徳島県) 2:14.55 県新・県高校新（長水路) 2019/9/14

◎ 2019/8/24-25 （新記録　公認）　第49回四国学童選手権水泳競技大会（高知：くろしおアリーナ）

男子100m　 平泳ぎ 鈴木　海吏（OKSS） 1:13.35 県学童新（長水路) 2019/8/24

◎ 2019/8/22‐26 （新記録　公認）　第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会（東京：東京辰巳国際水泳場)

男子200m　 背泳ぎ 髙木　理夢（OK藍住） 2：10.35 県中学新（長水路) 2019/8/24

男子100m　 背泳ぎ 髙木　理夢（OK藍住） 59.66 県中学新（長水路) 2019/8/26

◎ 2019/8/17-19 （新記録　公認）　第59回全国中学校水泳競技大会（京都：京都アクアリーナ）

男子100m　 背泳ぎ 髙木　理夢（応神中） 59.86 県中学新（長水路) 2019/8/19

◎ 2019/8/17-20 （新記録　公認）　第8７回日本高等学校選手権水泳競技大会（熊本：アクアドームくまもと）

男子200m　 平泳ぎ 幸田　太一（鳴門渦潮) 2:14.91 県新・県高校新（長水路) 2019/8/17

男子100m　 平泳ぎ 幸田　太一（鳴門渦潮) 1:02.53 県新・県高校新（長水路) 2019/8/19

男子4×100m　 リレー 徳島市立

多田・穴田・武市・幸津 3:37.87 県新・県高校新（長水路) 2019/8/17

男子4×200m　 リレー 徳島市立

幸津・多田・穴田・モートン 7:56.76 県新・県高校新（長水路) 2019/8/19

◎ 2019/8/5 （新記録　公認）　関東学生選手（神奈川：横浜国際プール）

男子100m　 自由形 安藝　文哉（順天堂大） 50.65 県新（短水路) 2019/8/5

◎ 2019/8/4 （新記録　公認）　2019度阿波踊りスイミングフェスティバル（徳島：JAバンクちょきんぎょ）

男子500m　 背泳ぎ 髙木　理夢（OK藍住） 28.71 県中学新（長水路) 2019/8/4

女子4×50m　 リレー OKSS

三久・沖津・浜田・山本（果) 1:53.72 県中学新（長水路) 2019/8/4



女子4×50m　 メドレーリレー OKSS

三久・沖津・山本(和)・山本(果) 2：08.06 県中学新（長水路) 2019/8/4

男子4×50m　 リレー OKSS

穴田・幸津・阿部・モートン 1:41.32 県高校新（長水路) 2019/8/4

女子4×50m　 リレー ハッピー阿南

林・湯浅・富永・大地 1:53.26 県高校新（長水路) 2019/8/4

◎ 2019/7/14 （新記録　公認）　2019度徳島県選手権水泳競技大会 兼 年齢別選手権（徳島：JAバンクちょきんぎょ）

男子200m　 平泳ぎ 鈴木　海吏（OKSS） 2:39.94 県学童新（長水路) 2019/7/14

女子200m　 バタフライ 泰地　彩良（OKSS） 2:31.74 県学童新（長水路) 2019/7/14

男子200m　 平泳ぎ 幸田　太一（ＯＫ藍住) 2:16.58 県新・県高校新（長水路) 2019/7/14

◎ 2019/5/12 （新記録　公認）　千葉県ジュニア（千葉：千葉県国際総合水泳）

男子200m　 自由形 安藝　文哉（順天堂大） 1:50.62 県新（短水路) 2019/5/12

◎ 2019/3/2 （新記録　公認）　千葉県ジュニア（千葉：千葉県国際総合水泳）

男子100m　 自由形 安藝　文哉（順天堂大） 49.72 県新（短水路) 2019/3/2

◎ 2019/2/9 （新記録　公認）　東京都シニア春季公認記録会（東京：武蔵の森総合スポーツプラザ）

男子400m　 個人メドレー 一宮　大智（国士舘大） 4:26.02 県新（短水路） 2019/2/9

◎ 2019/8/10-11 （新記録　公認）　第66回全国国公立大学選手権（鹿児島･鴨池公園水泳プール）

女子200m　 バタフライ 新野　杏奈（筑波大） 2:12.72 県新（長水路) 2019/8/10

◎ 2019/6/30 （新記録　公認）　第70回茨城県選手権（茨城：笠松運動公園山新ｽｲﾐﾝｸﾞｱﾘｰﾅ）

女子200m　 バタフライ 新野　杏奈（筑波大） 2:13.43 県新（長水路) 2019/6/30

女子100m　 背泳ぎ 新野　杏奈（筑波大） 1:03.63 県新（長水路) 2019/6/30

◎ 2019/6/23 （新記録　公認）　第33回関東学生夏季記録会（神奈川：模原市立総合水泳場）

女子100m　 バタフライ 新野　杏奈（筑波大） 56.94 県新（短水路） 2019/6/23

女子200m　 個人メドレー 新野　杏奈（筑波大） 2：09.87 県新（短水路） 2019/6/23

◎ 2019/6/23 （新記録　公認）　第20回徳島県中学校選手権水泳競技大会（徳島：JAバンクちょきんぎょプール）

男子100m 背泳ぎ 髙木　理夢（応神中） 1:00.50 県中学新（長水路) 2019/6/23

◎ 2019/05/30-06/02（新記録　公認）　ジャパンオープン2019（東京：東京辰巳国際水泳場）

女子100m　 バタフライ 新野　杏奈（筑波大） 58.79 県新（長水路) 2019/6/2

◎ 2019/05/11-12 （新記録　公認）　第45回 四国SC対抗水泳競技大会（高知：くろしおアリーナ）

男子4×100m　 リレー OKSS

多田・幸津・阿部・穴田 3:29.26 県新・県高校新（短水路) 2019/5/12

男子4×100m　 メドレーリレー OKSS

阿部・川人・泰地・鈴江 4:00.59 県中学新（短水路) 2019/5/11

女子4×100m　 リレー OKSS

山本・沖津・浜田・三久 4:00.93 県中学新（短水路) 2019/5/11

◎ 2019/04/02-08　 （新記録　公認）　第95回 日本選手権水泳競技大会（東京：東京辰巳国際水泳場）

男子50m　 平泳ぎ 小島　健太郎（筑波大） 27.98 県新（長水路) 2019/4/4

女子50m　 バタフライ 新野　杏奈（筑波大） 26.65 県新（長水路) 2019/4/7

女子100m　 バタフライ 新野　杏奈（筑波大） 58.89 県新（長水路) 2019/4/3

女子200m　 バタフライ 新野　杏奈（筑波大） 2:15.19 県新（長水路) 2019/4/5


