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サーフィス 50m １６秒５３ 酒井　秀彰 日本 2009/11/1 アジアインドアゲームズ ハノイ

100m ３８秒０６ 長谷川　雄太 日本 2012/11/9 アジア選手権 ダナン

200m １分３０秒２７ 宮本　祐治 日本 2011/8/3 世界選手権 ホードメーゼヴァーシャルヘイ

400m ３分２０秒８２ 関野　義秀 日本 2012/10/28 日本学生選手権 相模原グリーンプール

800m ７分０６秒２５ 小山 真 日本 2002/9/12 世界選手権 パトラス

1500m１３分５０秒１１ 細田　貴史 日本 2002/9/10 世界選手権 パトラス

4×100m ２分３３秒８９ 長谷川　雄太 日本 2012/11/9 アジア選手権 ダナン

谷川　哲朗
増田　恒幸
池口　貴雄

4×200m ６分１０秒５１ 関野　義秀 日本 2012/11/7 アジア選手権 ダナン

池口　貴雄
尾畑　雄平
増田　恒幸

アプニア 50m １４秒８２ 酒井　秀彰 PA 2007/9/30 辰巳杯 東京辰巳国際水泳場

イマージョン 100m ３４秒３９ 酒井　秀彰 日本 2008/9/17 CMASワールドカップ モスクワ

400m ３分１４秒８９ 篠田　昌裕 日本 2005/10/29 アジア選手権 秋田県立水泳場

800m ７分０３秒５３ 篠田　昌裕 SSS 2009/5/10 日本選手権 横浜国際プール

CMAS ビーフィン 50m ２０秒５６ 長谷川雄太 日本 2008/11/1 アジア選手権 煙台

100m ４５秒５７ 谷川　哲郎 G.Phoenix 2010/5/8 日本選手権 横浜国際プール

200m １分４１秒３８ 谷川　哲郎 G.Phoenix 2010/5/8 日本選手権 横浜国際プール

ビーフィン 50m １９秒６１ 長谷川雄太 Delfino 2009/10/4 辰巳杯 東京辰巳国際水泳場

100m ４３秒８９ 谷川　哲郎 G.Phoenix 2008/5/11 日本選手権 横浜国際プール

400m ３分４３秒０８ 谷川　哲郎 G.Phoenix 2008/2/10 東海大会 静岡県立水泳場

1500m１５分１３秒３７ 竹本　直人 日本体育大学 2009/2/7 東海大会 静岡県立水泳場

4×100m ３分０４秒４１ 山賀　竜馬 Delfino 2011/2/26 東海大会 静岡県立水泳場
柿添　武文
日比野裕輔

長谷川雄太 
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長谷川雄太 
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サーフィス 50m ２０秒０９ 尾形　蘭 Orange 2008/9/28 辰巳杯 東京辰巳国際水泳場

100m ４４秒２６ 尾形　蘭 Orange 2009/2/8 東海大会 静岡県立水泳場

200m １分３７秒４７ 尾形　蘭 Orange 2009/5/9 日本選手権 横浜国際プール

400m ３分３２秒９９ 山岡　明奈 日本 2009/8/23 世界選手権 サンクトペテルブルク

800m ７分２３秒８６ 山岡　明奈 日本 2009/10/31 アジアインドアゲームズ ハノイ

1500m１４分１２秒５５ 山岡　明奈 アックアセレーナ 2010/2/13 東海大会 静岡県立水泳場

4×100m 尾形　蘭 日本 2007/8/2 世界選手権 バーリ

坂本　弥生
遠藤　祐香
山崎　幸香

4×200m 遠藤　祐香 日本 2009/11/2 アジアインドアゲームズ ハノイ

尾形　蘭
山岡　明奈
月岡　麻美

アプニア 50m ３９秒８０ 坂本　弥生 日本 2004/10/27 世界選手権 上海

イマージョン 100m ３９秒８１ 坂本　弥生 日本 2005/10/29 アジア選手権 秋田県立水泳場

400m ３分２９秒９６ 坂本　弥生 W.B.F 2009/2/8 東海大会 静岡県立水泳場

800m ７分３３秒７９ 青木　美子 日本 2004/10/26 世界選手権 上海

CMAS ビーフィン 50m ２３秒１８ 吉田　麻紀 日本 2011/8/3 世界選手権 ホードメーゼヴァーシャルヘイ

100m ５１秒６７ 吉田　麻紀 日本 2011/7/31 世界選手権 ホードメーゼヴァーシャルヘイ

200m １分５２秒８８ 山階　早姫 G.phoenix 2012/5/5 日本選手権 横浜国際プール

ビーフィン 50m ２２秒４３ 田中　綾 Delfino 2010/5/9 日本選手権 横浜国際プール

100m ５１秒４４ 田中　綾 Delfino 2009/5/10 日本選手権 横浜国際プール

400m ４分０９秒１４ 鈴木真理子 Delfino 2008/5/11 日本選手権 横浜国際プール

1500m１６分３９秒７４ 鈴木真理子 Delfino 2007/2/10 東海大会 静岡県立水泳場
4×100m 田中　綾 Delfino 2009/5/10 日本選手権 横浜国際プール

加藤恵理子
石踊　有美
吉田　麻紀

Support　ｂｙ　Finswimming NaviSupport　ｂｙ　Finswimming Navi


