
種   目 距   離 １８－２４歳 ２５－２９歳 ３０－３４歳 ３５－３９歳 ４０－４４歳 ４５－４９歳 ５０－５４歳 ５５－５９歳 ６０－６４歳 ６５-６９歳 ７０-７４歳 ７５-７９歳 ８０-８４歳 ８５-８９歳 ９０-９４歳 ９５-９９歳 １００歳以上

氏　名 藤田湖奈様 田浦和歩様 三田真希様 三田真希様 大木あい様 跡部季子様 中塚志保様 天羽僚子様 松山まや様 高木和子様 阪上美津代様 久馬和美様 遠藤光子様 小倉暁美様

ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス ルネサンス ルネサンス 広島東千田 西国分寺 広島 土気あすみが丘 石神井公園 名古屋小幡 千里中央 幕張 早稲田 稲毛

記  録 27''31 27''73 27''38 28''00 28''34 30''43 31''71 32''58 35''42 35''72 38''46 40''98 45''95 1'06''47

大 会 名 日本実業団 社会人選手権 日本実業団 社会人選手権 レインボーカップ 東京都マスターズ もみじCUP FIAマスターズ マスターズチーム対抗戦 ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ CMCマスターズ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ 千葉マスターズ

会  場 鹿児島県鴨池運動公園 ダイエープロビスフェニックス 鹿児島県鴨池運動公園 ダイエープロビスフェニックス 日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ 辰巳国際 広島総合屋内 千葉国際 横浜国際 日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ RACTABドーム 千葉国際 RACTABドーム 千葉国際

期  日 2015/8/1 2018/9/1 2015/8/1 2018/9/1 2018/9/29 2020/11/22 2015/6/14 2022/3/13 2019/7/7 2013/9/28 2017/7/16 2019/6/16 2017/7/16 2017/10/15

氏　名 小川帆乃香様 田浦和歩様 三田真希様 三田真希様 大木あい様 樫木明子様 中塚志保様 小比賀玲様 松山まや様 伊藤八枝様 遠藤光子様 遠藤光子様 遠藤光子様 遠藤光子様

ク ラ ブ 広島 ルネサンス ルネサンス ルネサンス 広島東千田 東伏見 広島 国立 石神井公園 石神井公園 早稲田 早稲田 早稲田 早稲田

記  録 1'00''09 1'00''66 59''18 1'01''08 1'02''49 1'09''69 1'11''54 1'12''96 1'24''84 1'29''82 1'32''75 1'40''18 1'45''70 2'04''35

大 会 名 もみじCUP 社会人選手権 日本実業団 社会人選手権 レインボーカップ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ 千葉マスターズ水泳選手権 ｳｰﾏﾝｽﾞｽｲﾑ JSCA東海 ｳｰﾏﾝｽﾞｽｲﾑ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ

会  場 広島市総合屋内 ダイエープロビスフェニックス 鹿児島県鴨池運動公園 ダイエープロビスフェニックス 日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ 横浜国際プール 金沢市営ﾌﾟｰﾙ 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 RACTABドーム 千葉国際

期  日 2016/6/11 2018/9/2 2015/8/2 2018/9/2 2018/9/29 2014/7/19 2015/8/29 2022/3/12 2019/10/19 2008/10/4 2008/10/5 2012/10/6 2017/7/15 2022/3/12

氏　名 山本まさみ様 中村咲子様 砂村純子様 大木あい様 大木あい様 野口百恵様 小比賀玲様 小比賀玲様 長沢秀子様 岩永和代様 遠藤光子様 遠藤光子様 遠藤光子様 遠藤光子様

ク ラ ブ 泉大津 北砂 銚子 ルネサンス ルネサンス 蕨 国立 国立 名古屋熱田 千里中央 早稲田 早稲田 早稲田 早稲田

記  録 2'19''42 2'14''44 2'18''77 2'20''08 2'20''79 2'36''35 2'45''53 2'44''78 2'53"92 3'07''81 3'28''11 3'39''88 3'53''76 4'36''22

大 会 名 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ 日本実業団 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ もみじCUP もみじカップ ころとんﾏｽﾀｰｽﾞ マスターズチーム対抗戦 FIAマスターズ レインボーカップ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ FIAマスターズ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ

会  場 大阪ﾌﾟｰﾙ 鹿児島県鴨池公園水泳 千葉国際 広島総合屋内 広島市総合屋内プール 関水電業敷島 横浜国際 千葉国際 日本ガイシアリーナ RACTABドーム 千葉国際 平塚総合公園 RACTABドーム 千葉国際

期  日 2009/6/21 2015/8/1 2011/10/16 2017/6/11 2018/6/10 2021/12/12 2019/7/7 2022/3/13 2021/10/1 2017/7/17 2009/3/8 2013/3/16 2017/7/17 2022/3/12

氏　名 藤田湖奈様 石澤瞳様 石澤瞳様 鈴木百合子様 早川美咲様 野口百恵様 小比賀玲様 長沢秀子様 長沢秀子様 岩永和代様 遠藤光子様 遠藤光子様 遠藤光子様

ク ラ ブ 両国 港南台 港南台 早稲田 名古屋小幡 蕨 国立 三軒茶屋 名古屋熱田 千里中央 早稲田 早稲田 早稲田

記  録 4'30''48 5'02''78 5'07''05 5'33''48 5'39''24 5'30''58 5'45''14 6'02"12 6'07"30 6'34''09 7'18''47 7'42''94 8'11''22

大 会 名 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ アジアマスターズ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ 東京都マスターズ 町田市マスターズ アジアマスターズ レインボーカップ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ

会  場 辰巳国際 RACTABドーム 日本ガイシアリーナ RACTABドーム ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ 辰巳国際 町田市立室内 日本ガイシアリーナ 日本ガイシアリーナ RACTABドーム 富士水泳場 日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ RACTABドーム

期  日 2015/7/16 2007/7/14 2018/7/12 2007/7/14 2009/9/25 2021/11/20 2017/2/19 2018/7/12 2021/10/2 2017/7/14 2009/7/17 2013/7/12 2017/7/14

氏　名 深谷智晴様 山本まさみ様 鈴木百合子様 大木あい様 鈴木百合子様 野口百恵様 小比賀玲様 長沢秀子様 長沢秀子様 岩永和代様 吉田江津子様 遠藤光子様 竹前淳子様

ク ラ ブ 名古屋小幡 名古屋熱田 千歳船橋 広島 早稲田 蕨 国立 三軒茶屋 名古屋熱田 千里中央 水戸 早稲田 淵野辺

記  録 11'24''67 11'28''41 11'01''98 10'30''67 11'35''56 11'24''05 12'04''47 12'30''10 12'33"84 13'25''87 17'38''93 15'40''38 22'49"96

大 会 名 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 湘南平塚ﾏｽﾀｰｽﾞ もみじCUP ころとんﾏｽﾀｰｽﾞ ころとんﾏｽﾀｰｽﾞ 多摩ロング水泳競技大会 日本マスターズ長距離 日本マスターズ長距離 もみじCUP 多摩ﾛﾝｸﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本マスターズ長距離

会  場 口論義運動公園 町田市立室内 平塚総合公園 広島市総合屋内 関水電業敷島 関水電業敷島 法政大学総合体育館 町田市立屋内 口論義運動公園 広島総合屋内 法政大学総合体育館 町田市立室内 町田市立室内

期  日 2008/11/9 2012/11/11 2013/6/9 2016/6/12 2021/12/11 2021/12/11 2017/9/3 2017/11/5 2021/10/23 2015/6/10 2008/9/7 2012/11/4 2016/11/6

氏　名 中原恭恵様 松田佳奈様 鈴木百合子様 大木あい様 森田恵美子様 山口若菜様 早川美咲様 長沢秀子様 千種顕子様 岩永和代様 吉田江津子様 宮迫礼子様

ク ラ ブ 東広島 国立 早稲田 広島 沼津 浦和 名古屋小幡 三軒茶屋 登美ヶ丘 千里中央 水戸 大分

記  録 22'35''22 27'44''95 22'27''87 20'30''15 22'31''94 23'01''40 24'07''95 24'19''44 25'14''62 25'12''64 33'02''10 31'38''19

大 会 名 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本マスターズ長距離 多摩ﾛﾝｸﾞ もみじCUP 深谷ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ CMCマスターズ 日本マスターズ長距離 日本マスターズ長距離 もみじCUP もみじCUP ０MC新春F もみじカップ

会  場 町田市立室内 町田市立室内 法政大学総合体育館 広島市総合屋内 競泳ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ深谷 千葉国際 口論義運動公園 口論義運動公園 広島総合屋内 広島総合屋内 千葉国際 広島市総合屋内プール

期  日 2010/11/6 2014/11/1 2015/9/6 2016/6/11 2011/10/23 2019/1/19 2021/10/24 2017/10/29 2017/6/10 2015/6/14 2007/1/21 2018/6/9

氏　名 徳本美菜様 渡辺歩様 中上梨絵様 羽吹知佐子様 篠田多恵様 松本美由季様 村上香里様 丸子由美子様 丸子由美子様 阪上美津代様 梶田タカ子様 梶田タカ子様 藤澤晴江様 遠藤光子様

ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス 早稲田 亀戸 北千住 国立 三軒茶屋 春日部 春日部 千里中央 登美ヶ丘 登美ヶ丘 水戸 早稲田

記  録 31''33 30''83 34''97 36''17 35''35 34''39 34''66 39''53 40"94 42''08 45''68 46''93 1'03''16 1'01''32

大 会 名 FIAマスターズ 日本実業団 FIAマスターズ 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 東京都マスターズ JASCAマスターズ アジアマスターズ ｳｰﾏﾝｽﾞｽｲﾑ ころとんﾏｽﾀｰｽﾞ 報知ﾏｽﾀｰｽﾞ なみはやﾏｽﾀｰｽﾞ 大阪マスターズ FIAマスターズ FIAマスターズ

会  場 千葉国際 鹿児島県鴨池運動公園 千葉国際 千葉国際 辰巳国際 町田市立室内 日本ガイシアリーナ 千葉国際 関水電業敷島 なみはやﾄﾞｰﾑ なみはやﾄﾞｰﾑ 大阪プール 千葉国際 千葉国際

期  日 2018/3/4 2015/8/2 2018/3/4 2011/10/16 2021/11/21 2017/12/10 2018/7/16 2016/10/2 2021/12/12 2012/9/17 2014/8/23 2019/6/16 2015/2/22 2022/3/13

氏　名 徳本美菜様 渡辺歩様 有川千世子様 羽吹知佐子様 篠田多恵様 松本美由季様 村上香里様 丸子由美子様 丸子由美子様 阪上美津代様 梶田タカ子様 梶田タカ子様 遠藤光子様 遠藤光子様

ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス 海老名 亀戸 北千住 国立 三軒茶屋 春日部 春日部 千里中央 登美ヶ丘 登美ヶ丘 早稲田 早稲田

記  録 1'05''75 1'05''59 1'18''97 1'19''35 1'17''42 1'18''24 1'18''29 1'27''09 1'30''77 1'34''40 1'39''88 1'45''75 2'11''38 2'14''22

大 会 名 FIAマスターズ 日本実業団 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ 千葉マスターズ JASCAマスターズ アジアマスターズ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ 東京都マスターズ 報知ﾏｽﾀｰｽﾞ 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ 大阪マスターズ FIAマスターズ FIAマスターズ

会  場 千葉国際 鹿児島県鴨池運動公園 なみはやﾄﾞｰﾑ 千葉国際 千葉国際 町田市立室内 日本ガイシアリーナ 千葉国際 辰巳国際 なみはやﾄﾞｰﾑ なみはやﾄﾞｰﾑ 大阪プール 千葉国際 千葉国際

期  日 2018/3/3 2015/8/1 2011/7/17 2012/3/4 2022/1/16 2017/12/10 2018/7/13 2016/7/14 2021/11/20 2012/9/17 2014/7/13 2019/6/16 2018/3/4 2022/3/13

氏　名 徳本美菜様 春日井歩様 有川千世子様 羽吹知佐子様 羽吹知佐子様 片口康子様 長岡まゆみ様 丸子由美子様 丸子由美子様 相樂弘子様 小南惇代様 遠藤光子様 遠藤光子様

ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス 海老名 亀戸 亀戸 蕨 登美ヶ丘 春日部 春日部 郡山 住道 早稲田 早稲田

記  録 2'19''95 2'39''03 2'50''52 2'49''08 2'53''76 3'10''12 3'12''84 3'10''14 3'19"62 3'44''99 3'40''81 4'21''17 4'39''54

大 会 名 FIAマスターズ FIAマスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ FIAマスターズ

会  場 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 辰巳国際 千葉国際 日本ガイシアリーナ 千葉国際 千葉国際 福岡県立総合 大阪ﾌﾟｰﾙ 平塚総合公園 千葉国際

期  日 2018/3/4 2017/3/4 2012/3/3 2012/7/14 2015/7/20 2003/3/2 2015/9/25 2016/7/18 2022/3/12 2019/9/21 2011/6/18 2013/3/16 2017/3/4

氏　名 山口陽子様 山口陽子様 片波未央様 田口聖子様 三浦彩華様 三浦彩華様 中江幸子様 中江幸子様 服部静香様 服部静香様 中道雅子様 松本登美子様 小倉暁美様 小倉暁美様

ク ラ ブ 神戸 ルネサンス ルネサンス 両国 港南台 港南台 稲毛 稲毛 佐倉 佐倉 登美ヶ丘 浦和 稲毛 稲毛

記  録 34''27 34''17 34''71 36''23 37"56 38''48 39''56 40''89 42''87 43''21 54''61 55''86 1'10''20 1'15''53

大 会 名 なみはやﾏｽﾀｰｽﾞ 日本実業団 東京都社会人チーム対抗戦 ｳｰﾏﾝｽﾞｽｲﾑ ｳｰﾏﾝｽﾞｽｲﾑ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 東京都ﾏｽﾀｰｽﾞ 千葉マスターズ FIAマスターズ FIAマスターズ 大阪マスターズオープン FIAマスターズ FIAマスターズ 千葉マスターズ

会  場 なみはやﾄﾞｰﾑ 鹿児島県鴨池運動公園 辰巳国際 千葉国際 千葉県国際 千葉国際 辰巳国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 大阪ﾌﾟｰﾙ 千葉国際 千葉国際 千葉国際

期  日 2013/8/18 2015/8/2 2018/7/28 2014/10/5 2016/10/1 2022/3/12 2021/11/21 2022/1/15 2009/3/7 2011/3/5 2016/6/19 2018/3/3 2015/2/21 2017/10/15

氏　名 山口陽子様 山口陽子様 今岡記世様 三浦彩華様 三浦彩華様 三浦彩華様 中江幸子様 中江幸子様 丸山由美様 服部静香様 小越尚子様 松本登美子様 小倉暁美様 小倉暁美様

ク ラ ブ 神戸 ルネサンス 野田 港南台 港南台 港南台 稲毛 稲毛 西国分寺 佐倉 松本 浦和 稲毛 稲毛

記  録 1'16''47 1'15''87 1'26''41 1'22''65 1'22''15 1'24''20 1'30''88 1'35''50 1'38''77 1'43''38 1'44''26 2'10"27 2'39''04 3'01''28

大 会 名 なみはやﾏｽﾀｰｽﾞ 日本実業団 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ ｳｰﾏﾝｽﾞｽｲﾑ ジャパンマスターズ CMC新年マスターズ CMCマスターズミート 千葉マスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ アジアマスターズ

会  場 なみはやﾄﾞｰﾑ 鹿児島県鴨池運動公園 横浜国際 横浜国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 日本ガイシアリーナ

期  日 2013/8/18 2015/8/1 2009/7/17 2014/10/5 2016/7/17 2020/1/18 2018/6/17 2022/1/15 2022/3/13 2011/3/5 2022/3/13 2018/3/3 2016/7/17 2018/7/15

氏　名 神田樹果様 山田麻美様 山田麻美様 田口聖子様 三浦彩華様 三浦彩華様 牧野浩美様 千種顕子様 千種顕子様 小越尚子様 小越尚子様 海野都様 小倉暁美様 小倉暁美様

ク ラ ブ 三軒茶屋 三軒茶屋 三軒茶屋 両国 港南台 港南台 神戸 登美ヶ丘 登美ヶ丘 松本 松本 港南台 稲毛 稲毛

記  録 3'00''79 2'58''99 2'58''17 2'57''44 2'54''48 2'56''78 3'32''01 3'28''86 3'36''58 3'39''07 3'50''05 4'56"15 6'09''50 6'24''66

大 会 名 マスターズチーム対抗戦 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ ｺﾅﾐﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ 大阪マスターズ 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ もみじCUP CMCマスターズ FIAマスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ

会  場 横浜国際 辰巳国際 横浜国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 大阪プール 千葉国際 広島総合屋内 千葉国際 千葉国際 千葉国際 辰巳国際 RACTABドーム

期  日 2019/7/6 2008/7/20 2012/6/24 2015/2/22 2016/7/15 2022/3/12 2017/9/18 2013/10/19 2017/6/11 2019/1/19 2022/3/12 2019/3/16 2015/7/17 2017/7/15

800M

1500M

50M

ル ネ サ ン ス  マ ス タ ー ズ ス イ マ ー  長 水 路 記 録 （ 女 子 ）

自由形

100M

200M

2022年4月10日

400M

背泳ぎ

50M

100M

200M

平泳ぎ

50M

100M

200M



種   目 距   離 １８－２４歳 ２５－２９歳 ３０－３４歳 ３５－３９歳 ４０－４４歳 ４５－４９歳 ５０－５４歳 ５５－５９歳 ６０－６４歳 ６５-６９歳 ７０-７４歳 ７５-７９歳 ８０-８４歳 ８５-８９歳 ９０-９４歳 ９５-９９歳 １００歳以上

氏　名 徳本美菜様 平野未央様 平野未央様 三田真希様 大木あい様 長岡まゆみ様 長岡まゆみ様 長岡まゆみ様 丸子由美子様 梶田タカ子様 遠藤光子様 久馬和美様 加茂ヨシ子様

ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス ルネサンス ルネサンス ルネサンス 登美ヶ丘 登美が丘 登美ヶ丘 春日部 登美ヶ丘 早稲田 幕張 いわき

記  録 29''22 28''49 29''13 30''73 31'103 33''32 34''39 35''48 39"42 44''90 54''30 50''88 1'24''64

大 会 名 FIAマスターズ 東京都実業団 FIAマスターズ FIAマスターズ 東京都社会人チーム対抗戦 報知ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ長水路 なみはやマスターズ長水路大会 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ レインボーカップ いわき市民ｽﾎﾟｰﾂ大会

会  場 千葉国際 辰巳国際 千葉国際 千葉国際 辰巳国際 大阪ﾌﾟｰﾙ 大阪ﾌﾟｰﾙ ラクタブドーム 千葉国際 京都ｱｸｱﾘｰﾅ 千葉国際 日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ いわき市民ﾌﾟｰﾙ

期  日 2018/3/3 2015/7/12 2018/3/3 2018/3/3 2018/7/28 2009/9/21 2012/9/17 2017/8/5 2022/3/12 2009/9/6 2009/3/7 2019/9/28 2013/8/4

氏　名 藤田湖奈様 松川実樹様 平野未央様 大木あい様 大木あい様 長岡まゆみ様 長岡まゆみ様 長岡まゆみ様 中垣厚子様 吉川清子様 吉川清子様 遠藤光子様

ク ラ ブ ルネサンス 港南台 ルネサンス 広島 ルネサンス 登美ヶ丘 登美が丘 登美ヶ丘 両国 徳山 徳山 早稲田

記  録 1'00''36 1'07''38 1'05''79 1'10''97 1'12''74 1'20''41 1'21''71 1'25''39 1'50''83 1'51''11 1'59''86 2'26''65

大 会 名 日本実業団 FIAマスターズ 社会人選手権 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ もみじカップ 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ長水路 なみはやマスターズ長水路大会 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ もみじCUP もみじCUP ジャパンマスターズ

会  場 鹿児島県鴨池運動公園 千葉国際 ダイエープロビスフェニックス 金沢市営ﾌﾟｰﾙ 広島市総合屋内プール 大阪ﾌﾟｰﾙ 大阪ﾌﾟｰﾙ ラクタブドーム 辰巳国際 広島総合屋内 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ 日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ

期  日 2015/8/1 2022/3/12 2018/9/2 2015/8/29 2018/6/9 2009/6/20 2012/9/17 2017/8/5 2008/7/19 2011/6/12 2015/6/13 2013/7/13

氏　名 藤田湖奈様 倉山めぐみ様 三本松良子様 森田恵美子様 森田恵美子様 栁井利江子様 広瀬百合香様 長岡まゆみ様 松山まや様 新谷紀子様 加茂ヨシ子様 加茂ヨシコ様

ク ラ ブ 両国 東広島 港南中央 沼津 沼津 西国分寺 港南台 登美ヶ丘 石神井公園 N福島 いわき いわき

記  録 2'14''26 3'26''77 2'52''68 3'17''75 3'14''19 3'08''21 2'58''33 3'13''74 4'00''79 4'05''03 5'17''59 7'02''26

大 会 名 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ もみじCUP ジャパンマスターズ 町田市ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ FIAマスターズ FIAマスターズ FIAマスターズ CMC新年マスターズ ジャパンマスターズ いわき市民ｽﾎﾟｰﾂ大会 ジャパンマスターズ

会  場 辰巳国際 広島総合屋内 千葉国際 町田市立室内 日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 いわき市民ﾌﾟｰﾙ 横浜国際

期  日 2015/7/19 2011/6/11 2012/7/13 2008/2/10 2011/9/23 2019/3/16 2022/3/12 2017/3/5 2020/1/19 2012/7/13 2004/8/22 2014/7/18

氏　名 藤田湖奈様 中村咲子様 平手さつき様 大木あい様 篠田多恵様 三浦彩華様 広瀬百合香様 天羽僚子様 千種顕子様 小越尚子様 小越尚子様 遠藤光子様 加茂ヨシ子様

ク ラ ブ 両国 北砂 三軒茶屋 広島 北千住 港南台 港南台 土気あすみが丘 登美ヶ丘 松本 松本 早稲田 いわき

記  録 2'24''69 2'29''66 2'47''01 2'37''91 2'48''24 2'52''04 2'50''81 3'04''09 3'29''84 3'45''45 3'46''07 4'28''52 6'03''15

大 会 名 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ 東京都実業団 ジャパンマスターズ 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ 千葉マスターズ CMC新年マスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ もみじCUP CMC新年マスターズ FIAマスターズ ｳｰﾏﾝｽﾞｽｲﾑ いわき市民ｽﾎﾟｰﾂ大会

会  場 辰巳国際 辰巳国際 横浜国際 青木町公園総合運動場 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 広島総合屋内 千葉国際 千葉国際 横浜国際 いわき市民ﾌﾟｰﾙ

期  日 2015/7/20 2015/7/12 2014/7/21 2014/8/30 2022/1/16 2020/1/19 2022/3/12 2022/3/12 2017/6/11 2020/1/19 2022/3/12 2013/9/22 2014/8/3

氏　名 五十川唯様 山本まさみ様 山本まさみ様 鈴木百合子様 鈴木百合子様 栁井利江子様 天羽僚子様 中嶋節子様 松山まや様 橘孝子様 吉川清子様

ク ラ ブ 土気あすみが丘 名古屋熱田 名古屋熱田 早稲田 早稲田 西国分寺 土気あすみが丘 佐倉 石神井公園 佐倉 徳山

記  録 5'49''14 5'43''55 5'44''69 6'03''80 6'24''07 6'27''08 6'45"19 7'58"65 7'39''75 8'36"89 9'07''18

大 会 名 CMC新春F 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本マスターズ長距離 ころとんﾏｽﾀｰｽﾞ ジャパンマスターズ 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ CMC新年マスターズF ジャパンマスターズ CMC新年マスターズF もみじCUP

会  場 千葉国際 口論義運動公園 口論義運動公園 町田市立屋内 関水電業敷島 福岡県立総合 千葉国際 千葉国際 福岡県立総合 千葉国際 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ

期  日 2016/1/16 2014/10/26 2016/10/30 2017/11/5 2021/12/11 2019/9/19 2019/10/19 2017/1/14 2019/9/19 2017/1/14 2015/6/13

種目 距離 １１９歳以下 １２０-１５９歳 １６０-１９９歳 ２００-２３９歳 ２４０-２７９歳 ２８０-３１９歳 ３２０-３５９歳 種目 距離 １１９歳以下 １２０-１５９歳 １６０-１９９歳 ２００-２３９歳 ２４０-２７９歳 ２８０-３１９歳 ３２０-３５９歳

ク ラ ブ ルネサンス 東伏見 亀戸 登美ヶ丘 名古屋小幡 海老名 ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス 三軒茶屋 国立 登美ヶ丘 海老名

記  録 1'49''05 2'03''93 2'12''34 2'18''56 2'35''65 3'17''19 記  録 1'38''82 1'45''98 1'56''71 2'02''46 2'15''99 2'39''76

大 会 名 日本実業団 ジャパンマスターズ アジアマスターズ 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ 大 会 名 FIAマスターズ FIAマスターズ アジアマスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ ジャパンマスターズ 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ

会  場 鹿児島県鴨池運動公園 辰巳国際 日本ガイシアリーナ なみはやﾄﾞｰﾑ ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ 横浜国際 会  場 千葉国際 千葉国際 日本ガイシアリーナ 千葉国際 RACTABドーム 横浜国際

期  日 2015/8/2 2010/7/19 2018/7/15 2014/7/13 2008/9/27 2009/9/6 期  日 2018/3/4 2017/3/5 2018/7/13 2022/3/12 2017/7/14 2016/9/3

ク ラ ブ ルネサンス 千歳船橋 広島 西国分寺 ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス 亀戸 国立 石神井公園

記  録 4'05"88 5'30''38 6'09''17 5'24''25 記  録 3'51''61 3'51''80 4'29''70 4'54''26 5'21''17

大 会 名 社会人選手権 CMCﾏｽﾀｰｽﾞ もみじCUP FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 大 会 名 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ FIAマスターズ SC協会関東支部ﾏｽﾀｰｽﾞ 千葉マスターズ選手権

会  場 ダイエープロビスフェニックス 千葉国際 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ 千葉国際 会  場 千葉国際 千葉国際 千葉国際 町田市立室内 千葉国際

期  日 2018/9/1 2012/6/16 2013/6/8 2022/3/13 期  日 2018/3/3 2018/3/3 2017/3/4 2015/6/7 2019/10/20

ク ラ ブ 広島 国立 名古屋熱田 ク ラ ブ 名古屋熱田 広島 広島 広島 広島

記  録 11'38''80 12'25''65 12'57"20 記  録 9'55''90 9'30''07 12'01''61 14'54''68 14'35''80

大 会 名 もみじCUP JSCAﾏｽﾀｰｽﾞｶｯﾌﾟ 日本マスターズ長距離 大 会 名 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 もみじCUP もみじCUP もみじCUP もみじCUP

会  場 広島総合屋内 千葉国際 口論義運動公園 会  場 口論義運動公園 広島総合屋内 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ

期  日 2015/6/14 2015/8/16 2021/10/24 期  日 2011/11/3 2015/6/14 2013/6/9 2013/6/9 2014/6/15

ク ラ ブ ルネサンス 沼津 西国分寺 石神井公園 登美ヶ丘 登美ヶ丘 ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス 国立 登美ヶ丘 登美ヶ丘 浦和

記  録 1'58''82 2''22''96 2'23''38 2'41''75 2'50''13 2'52''93 記  録 1'55''62 1'57''86 2'09''60 2'20''73 2'25''84 3'01''59

大 会 名 日本実業団 ジャパンマスターズ ウーマンズアクアフェスティバル ジャパンマスターズ 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ 報知マスターズ 大 会 名 FIAマスターズ FIAマスターズ FIAマスターズ 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ 報知ﾏｽﾀｰｽﾞ ジャパンマスターズ

会  場 鹿児島県鴨池運動公園 なみはやﾄﾞｰﾑ 横浜国際 横浜国際 大阪ﾌﾟｰﾙ 大阪プール 会  場 千葉国際 千葉国際 千葉国際 大阪ﾌﾟｰﾙ 大阪ﾌﾟｰﾙ 千葉国際

期  日 2015/8/1 2005/07/15～18 2018/9/16 2014/7/19 2015/6/21 2019/9/15 期  日 2018/3/3 2017/3/5 2017/3/5 2009/6/21 2009/9/21 2016/7/18

ク ラ ブ ルネサンス 広島 港南台 西国分寺 西国分寺 佐倉 ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス 亀戸 国立 石神井公園

記  録 4'29"88 7'03''23 6'06''07 6'54''14 6'34''20 7'51''54 記  録 4'12''30 4'16''73 4'57''78 5'33''70 6'09''72

大 会 名 社会人選手権 もみじCUP マスターズチーム対抗戦 マスターズチーム対抗戦 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ ＣＭＣマスターズ 大 会 名 FIAマスターズ FIAマスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ マスターズチーム対抗戦 マスターズチーム対抗戦

会  場 ダイエープロビスフェニックス 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ 横浜国際 横浜国際 千葉国際 千葉国際 会  場 千葉国際 千葉国際 千葉国際 横浜国際 横浜国際

期  日 2018/9/2 2014/6/14 2019/7/7 2019/7/7 2022/3/12 2016/6/8 期  日 2018/3/4 2017/3/4 2015/2/22 2019/7/7 2019/7/7

ク ラ ブ ク ラ ブ

記  録 記  録

大 会 名 大 会 名

会  場 会  場

期  日 期  日

50M

100M

200M

個人メドレー

200M

400M

4×200M

ル ネ サ ン ス  マ ス タ ー ズ ス イ マ ー  長 水 路 記 録 （ 女 子 ）

フリーリレー

4×50M

混合

フリーリレー

4×50M

4×100M 4×100M

バタフライ

2022年4月10日

4×200M 4×200M

メドレーリレー

4×50M

混合

メドレーリレー

4×50M

4×100M 4×100M

4×200M



種   目 距   離 １８－２４歳 ２５－２９歳 ３０－３４歳 ３５－３９歳 ４０－４４歳 ４５－４９歳 ５０－５４歳 ５５－５９歳 ６０－６４歳 ６５-６９歳 ７０-７４歳 ７５-７９歳 ８０-８４歳 ８５-８９歳 ９０-９４歳 ９５-９９歳 １００歳以上

氏　名 諸川佳祐様 和田康宏様 田窪達様 都築功様 浅井潔様 彦田晃宏様 畑雅明様 下石一郎様 栗山文男様 渡辺寿彦様 中村良三様 寺田定夫様 寺田定夫様 大島基重様

ク ラ ブ 両国 ルネサンスST 横浜 両国 沼津 北千住 港南台 三軒茶屋 土気あすみが丘 横浜 東広島 港南中央 港南中央 原町

記  録 24''34 23''38 25''04 24''21 26''27 26''14 27"96 29''21 29''05 30''47 30''32 33''25 33''74 39''18

大 会 名 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 日本選手権 ジャパンマスターズ 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 中日ｽﾎﾟｰﾂ 東京都マスターズ マスターズチーム対抗戦 CMCマスターズ 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ ジャパンマスターズ 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ ジャパンマスターズ ジャパンマスターズ

会  場 千葉国際 辰巳国際 辰巳国際 千葉国際 口論義運動公園 辰巳国際 横浜国際 千葉国際 千葉国際 横浜国際 辰巳国際 横浜国際 RACTABドーム 辰巳国際

期  日 2008/3/2 2019/4/7 2004/8/16～19 2009/10/18 2010/2/7 2021/11/21 2019/7/7 2019/1/20 2013/10/20 1999/9/3 2010/7/18 2014/9/20 2017/7/16 2010/7/18

氏　名 河野大地様 和田康宏様 加藤良一様 都築功様 田中藤太様 彦田晃宏様 畑雅明様 樫木邦昌様 栗山文男様 中田正二様 舩野哲夫様 中島和夫様 徳永重光様

ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス 両国 両国 港南中央 北千住 港南台 東伏見 土気あすみが丘 千歳船橋 東伏見 岐阜LCワールド 沼津

記  録 53''85 51"98 55''55 53''01 59"26 57''58 1'02''08 1'05''53 1'08''17 1'09''91 1'16''04 1'18''70 1'30''81

大 会 名 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 日本社会人選手権 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ CMC新年マスターズF OSAKA MASTERS OPEN アジアマスターズ ジャパンマスターズ ジャパンマスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ アジアマスターズ ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ JSCAﾏｽﾀｰｽﾞｶｯﾌﾟ

会  場 千葉国際 富士水泳場 千葉国際 千葉国際 千葉国際 大阪プール 日本ガイシアリーナ 横浜国際プール 横浜国際プール 千葉国際 日本ガイシアリーナ 日本ガイシアリーナ 千葉国際

期  日 2016/2/21 2019/11/9 2009/3/7 2009/10/18 2017/1/15 2021/8/1 2018/7/14 2014/7/19 2014/7/19 2006/03/4.5 2018/7/14 2016/9/25 2015/8/16

氏　名 石川裕貴様 山下貴之様 加藤良一様 黒崎威巳様 黒崎威巳様 細江隆様 樫木邦昌様 樫木邦昌様 船野哲夫様 中田正二様 舩野哲夫様 山口安司様 徳永重光様

ク ラ ブ ルネサンス 浦安 両国 国立 国立 国立 東伏見 東伏見 東伏見 千歳船橋 東伏見 新所沢 沼津

記  録 1'58''02 2'00''82 2'04''25 2'10"32 2'10"72 2'14''99 2'17''74 2'28''53 2'35''60 2'45''42 2'52''62 2'48''47 3'20''19

大 会 名 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ マスターズスイミングフェスティバル ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 東京都マスターズ ジャパンマスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ

会  場 千葉国際 千葉国際 千葉国際 横浜国際 千葉国際 町田市立室内 横浜国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 辰巳国際 千葉国際 千葉国際

期  日 2018/3/4 2014/3/16 2009/3/8 2016/9/3 2017/3/5 2018/6/10 2009/7/20 2015/2/22 2008/3/1 2006/03/4.5 2018/11/3 2016/7/15 2015/2/22

氏　名 河野大地様 山下貴之様 三緑良洋様 黒崎威巳様 黒崎威巳様 新井茂夫様 篠澤慶也様 富田喜代司様 新井茂夫様 舩野哲夫様 舩野哲夫様 滝本隆博様 徳永重光様 中俊一様

ク ラ ブ 幕張 浦安 札幌平岸 国立 国立 両国 トーア沼津 名古屋熱田 曳舟 東伏見 東伏見 リラひたち 沼津 淵野辺

記  録 4'30''41 4'16''01 4'54''87 4'43"22 4'44''06 4'50''46 5'23''66 5'25''88 5'39"99 6'04''38 6'06''39 6'47''94 7'15''11 9'42''94

大 会 名 ジャパンマスターズ CMC新春F JSCAﾏｽﾀｰｽﾞ 東京都マスターズ 町田市マスターズ JSCA関東 マスターズスイミングフェスティバル アジアマスターズ 千葉マスターズ 町田市マスターズ 町田市マスターズ ジャパンマスターズ 町田市ﾏｽﾀｰｽﾞ 町田市ﾏｽﾀｰｽﾞ

会  場 辰巳国際 千葉国際 野幌運動公園 辰巳国際 町田市立室内 町田市立室内 町田市立室内 日本ガイシアリーナ 千葉国際 町田市立室内 町田市立室内 千葉国際 町田市立室内 町田市立室内

期  日 2015/7/16 2014/1/19 2005/6/19 2016/11/5 2017/2/19 2003/6/8 2018/6/10 2018/7/12 2022/1/16 2017/2/19 2018/2/18 2016/7/14 2015/2/8 2010/2/14

氏　名 榊原雅史様 門屋良様 関本顕耶様 黒崎威巳様 新井茂夫様 新井茂夫様 宮康弘様 藤橋峯雄様 船野哲夫様 船野哲夫様 舩野哲夫様 徳永重光様 徳永重光様

ク ラ ブ 経堂 三軒茶屋 沼津 国立 両国 両国 北戸田 郡山 東伏見 東伏見 東伏見 沼津 沼津

記  録 10'28''19 10'26''16 10'29''07 10'05''01 10'07''40 10'14''23 11'34''51 12'43''52 12'05''31 12'38''64 12'47''08 13'51''21 15'53''28

大 会 名 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 中長距離大会 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本マスターズ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 多摩ﾛﾝｸﾞﾏｽﾀｰｽﾞ

会  場 町田市立室内 町田市立室内 鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂ 町田市立室内 辰巳国際 町田市立室内 町田市立室内 町田市立室内 町田市立室内 町田市立室内 口論義 町田市立室内 法政大学総合体育館

期  日 2012/11/3 2008/11/2 2007/11/11 2015/11/8 2002/12/15 2003/11/1 2013/11/3 2015/11/8 2010/11/7 2013/11/3 2018/10/28 2010/11/7 2015/9/6

氏　名 山下貴之様 山下貴之様 藤野佑規様 黒崎威巳様 新井茂夫様 新井茂夫様 髙尾克則様 富田喜代司様 舩野哲夫様 舩野哲夫様 舩野哲夫様 徳永重光様 徳永重光様 徳永重光様

ク ラ ブ 浦安 浦安 久宝寺 国立 両国 両国 経堂 名古屋熱田 東伏見 東伏見 東伏見 沼津 沼津 沼津

記  録 16'57''21 17'02''34 20'34''71 19'16"57 19'24''39 19'46''81 21'41"39 22'08''27 22'39''93 24'15''05 24'52''12 27'19''15 29'59''28 34'45''76

大 会 名 CMC新春F ＣＭＣ新年フェスティバル 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 多摩ﾛﾝｸﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 JASCA東海マスターズ 多摩ﾛﾝｸﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 CMCマスターズ JSCA東海 CMC新春F CMC新春F

会  場 千葉国際 千葉国際 口論義運動公園 法政大学総合体育館 町田市立室内 千葉国際 町田市立室内 日本ガイシアリーナ 法政大学総合体育館 口論義運動公園 千葉国際 ＴｏＢｉＯ 千葉国際水泳場 千葉国際水泳場

期  日 2013/1/20 2015/1/18 2018/10/27 2016/9/4 2003/11/2 2003/1/26 2016/11/5 2018/8/26 2008/9/7 2013/10/27 2018/6/16 2010/8/29 2014/1/18 2020/1/18

氏　名 諸川佳祐様 和田康宏様 北下剛様 北下剛様 中村伊武生様 彦田晃宏様 古田剣一様 福田泰夫様 田中一男様 小浜晴之様 梶原庄一郎様 寺田定夫様 青木弘行様 田中亮様

ク ラ ブ 両国 ルネサンス 松本 ルネサンス 広島 北千住 甚目寺 仙川 浦和 久宝寺 大分 港南中央 登美ヶ丘 名古屋熱田

記  録 27''58 27''28 28''52 27"57 31''00 32''06 34"44 33''94 38''41 38''58 42''59 41''25 51''75 1'41''97

大 会 名 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 東京都社会人チーム対抗戦 松本市民体育大会 FIAマスターズ もみじCUP 東京都マスターズ あいちウィンターマスターズ 東京都マスターズ ジャパンマスターズ レインボーカップ もみじカップ ジャパンマスターズ ｽﾎﾟｰﾂ報知 JSCA東海

会  場 千葉国際 辰巳国際 松本市民プール 千葉国際 広島総合屋内 辰巳国際 サンブロック春日井 辰巳国際 辰巳国際 日本ガイシアリーナ 広島市総合屋内プール 千葉国際 大阪ﾌﾟｰﾙ ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ

期  日 2008/3/1 2018/7/28 2012/8/19 2018/3/4 2016/6/12 2021/11/21 2018/2/11 2021/11/20 2003/7/18 2021/10/3 2018/6/10 2016/7/16 2015/9/13 2009/8/30

氏　名 石川裕貴様 牛島由貴様 牛島由貴様 北下剛様 中村伊武生様 彦田晃宏様 松下隆一様 福田泰夫様 田中一男様 小浜晴之様 徳永重光様 滝本隆博様 徳永重光様 田中亮様

ク ラ ブ ルネサンス 広島 広島 ルネサンス 広島 北千住 国立 仙川 浦和 久宝寺 沼津 リラひたち 沼津 名古屋熱田

記  録 1'00''02 1'03''35 1'02''50 1'02"37 1'06''87 1'12''38 1'15"40 1'13"84 1'28''03 1'26''75 1'36''82 1'36''94 1'47''08 3'52''56

大 会 名 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ もみじCUP もみじCUP FIAマスターズ もみじCUP 千葉マスターズ FIAマスターズ 東京都マスターズ ジャパンマスターズ レインボーカップ 静岡ﾏｽﾀｰｽﾞ ジャパンマスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ

会  場 千葉国際 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ 広島総合屋内 千葉国際 広島総合屋内 千葉国際 千葉国際 辰巳国際 千葉国際 日本ガイシアリーナ 静岡県立 千葉国際 千葉国際 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ

期  日 2018/3/4 2012/6/9 2016/6/11 2017/3/5 2016/6/11 2022/1/16 2018/3/4 2020/11/22 2003/7/19 2021/10/3 2006/9/29 2016/7/15 2015/2/22 2008/9/28

氏　名 石川裕貴様 河野大地様 牛島由貴様 北下剛様 鈴木哲也様 岡本達也様 竹内孝之様 福田泰夫様 田中一男様 小浜晴之様 徳永重光様 滝本隆博様 徳永重光様

ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス 広島 ルネサンス 港南中央 浦和 浦和 仙川 浦和 久宝寺 沼津 リラひたち 沼津

記  録 2'09''28 2'23"52 2'19''40 2'19''27 2'34''11 2'42"49 2'46''40 2'40''71 3'23''46 3'14''33 3'35''90 3'32''90 4'00''54

大 会 名 社会人選手権 FIAマスターズ もみじCUP FIAマスターズ 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ JASCAマスターズカップ 町田市マスターズ 東京都マスターズ ジャパンマスターズ 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞｵｰﾌﾟﾝｽｲﾑ ジャパンマスターズ ジャパンマスターズ JSCAﾏｽﾀｰｽﾞｶｯﾌﾟ

会  場 ダイエープロビスフェニックス 千葉国際 広島総合屋内 千葉国際 横浜国際 千葉国際 町田室内プール 辰巳国際 千葉国際 大阪プール 辰巳国際 千葉国際 千葉国際

期  日 2018/9/1 2017/3/4 2016/6/12 2018/3/4 2011/9/18 2017/8/19 2018/2/18 2021/11/21 2003/7/19 2021/8/1 2006/7/15 2016/7/18 2015/8/16

氏　名 馬場康友様 石倉禅様 賀張達朗様 田中藤太様 田中藤太様 丸島孝治様 河合明様 渡辺聡様 宮内正仁様 浜田耕造様 浜田耕造様 森田国治様 森田国治様 押川義克様

ク ラ ブ 浦和 東伏見 広島 港南中央 港南中央 浦安 岐阜 水戸 銚子 登美ケ丘 登美ケ丘 港南中央 港南中央 宮崎

記  録 30''86 29''86 31''67 31''51 31''36 34''71 34''12 34''85 37''31 38''83 40''28 42"19 46''00 50''67

大 会 名 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ CMCマスターズ もみじCUP ｺﾅﾐﾏｽﾀｰｽﾞ CMC新年マスターズF 辰巳水泳大会 ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ ジャパンマスターズ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ スポーツ報知 ｺﾅﾐﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ 日本マスターズ

会  場 千葉国際 千葉国際 広島ビッグウェーブ 横浜国際 千葉国際 辰巳国際 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ 千葉国際 千葉国際 京都ｱｸｱﾘｰﾅ 大阪プール 横浜国際 千葉国際 福岡県立総合

期  日 2015/2/22 2019/6/16 2014/6/15 2016/7/3 2017/1/15 2010/5/23 2009/9/25 2019/10/20 2012/7/14 2013/10/5 2017/9/18 2017/7/2 2022/3/12 2019/9/20

氏　名 馬場康友様 石倉禅様 根津隆宏様 田中藤太様 田中藤太様 渡辺聡様 渡辺聡様 渡辺聡様 浜田耕造様 浜田耕造様 浜田耕造様 下井田秀雄様 重田正美様 田中亮様

ク ラ ブ ルネサンス 東伏見 東伏見 港南中央 港南中央 水戸 水戸 水戸 登美ヶ丘 登美ケ丘 登美ケ丘 淵野辺 佐倉 名古屋熱田

記  録 1'07''68 1'07''59 1'04''38 1'11"72 1'10"83 1'16''73 1'16''51 1'18''28 1'26''49 1'27''90 1'31''45 1'36"05 1'44''66 4'08''47

大 会 名 東京都実業団 東京マスターズ CMC新春F 東京都マスターズ FIAマスターズ 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ ｺﾅﾐﾏｽﾀｰｽﾞ 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ ジャパンマスターズ 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞｵｰﾌﾟﾝｽｲﾑ ジャパンマスターズ 東京都マスターズ ジャパンマスターズ ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ

会  場 辰巳国際 辰巳国際 千葉国際 辰巳国際 千葉国際 横浜国際 横浜国際 千葉国際 なみはやﾄﾞｰﾑ なみはやﾄﾞｰﾑ RACTABドーム 辰巳国際 千葉国際 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ

期  日 2015/7/12 2018/11/3 2015/1/17 2016/11/5 2017/3/4 2011/9/17 2013/6/23 2019/10/19 2011/7/15 2012/7/8 2017/7/14 2021/11/20 2016/7/17 2008/9/28

氏　名 杉原祐太様 賀張達朗様 根津隆宏様 田中藤太様 田中藤太様 谷口雅史様 谷口雅史様 渡辺聡様 天野達夫様 重田正美様 下井田秀雄様 下井田秀雄様 重田正美様 押川義克様

ク ラ ブ 名古屋小幡 広島 東伏見 港南中央 港南中央 水戸 水戸 水戸 曳舟 佐倉 淵野辺 淵野辺 佐倉 宮崎

記  録 2'42''42 2'35''41 2'23''24 2'39''63 2'40''70 2'39''27 2'39''37 2'54''22 3'16''57 3'30''68 3'31"44 3'36"04 3'42''84 4'19''49

大 会 名 ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ もみじCUP FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ 東京マスターズ ジャパンマスターズ FIAマスターズ 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 東京マスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ 東京都マスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 日本マスターズ

会  場 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ 千葉国際 横浜国際 辰巳国際 RACTABドーム 千葉国際 千葉国際 辰巳国際 千葉国際 横浜国際 辰巳国際 千葉国際 福岡県立総合

期  日 2007/9/23 2013/6/9 2015/2/22 2016/9/4 2017/10/29 2017/7/15 2022/3/12 2019/10/20 2018/11/4 2002/3/2 2016/9/4 2021/11/21 2016/2/21 2019/9/21

背泳ぎ

50M

100M

200M

平泳ぎ

50M

200M

100M

ル ネ サ ン ス  マ ス タ ー ズ ス イ マ ー  長 水 路 記 録 （ 男子 ）
2022年4月10日

自由形

50M

100M

200M

400M

800M

1500M



種   目 距   離 １８－２４歳 ２５－２９歳 ３０－３４歳 ３５－３９歳 ４０－４４歳 ４５－４９歳 ５０－５４歳 ５５－５９歳 ６０－６４歳 ６５-６９歳 ７０-７４歳 ７５-７９歳 ８０-８４歳 ８５-８９歳 ９０-９４歳 ９５-９９歳 １００歳以上

氏　名 諸川佳祐様 和田康宏様 皆見卓臣様 大塚宣夫様 右田雅士様 彦田晃宏様 稲吉修様 下石一郎様 川西廣一様 吉岡隆様 伊藤剛様 伊藤剛様 寺田定夫様

ク ラ ブ 両国 ルネサンスST 海老名 登美ヶ丘 幕張 北千住 両国 三軒茶屋 登美ヶ丘 亀戸 リラひたち リラひたち 港南中央

記  録 25''60 24''48 25''96 27''94 27''97 27''56 31''12 31''48 33''40 31''52 39''19 39''19 43''80

大 会 名 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 日本選手権 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ OSAKA MASTERS OPEN FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 東京マスターズ 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ ジャパンマスターズ ジャパンマスターズ ジャパンマスターズ

会  場 千葉国際 辰巳国際 横浜国際 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ 千葉国際 大阪プール 千葉国際 辰巳国際 大阪ﾌﾟｰﾙ 千葉国際 千葉国際 RACTABドーム RACTABドーム

期  日 2008/3/1 2019/4/2 2011/9/18 2007/9/23 2019/3/10 2021/8/1 1999/3/7 2019/11/3 2010/6/20 2018/3/3 2016/7/18 2017/7/15 2017/7/15

氏　名 諸川佳祐様 和田康宏様 加藤良一様 金政烈様 安田和巳様 彦田晃宏様 岩本悟志様 亀山和男様 川西廣一様 川西廣一様 重田正美様 伊藤剛様

ク ラ ブ 両国 ルネサンス 両国 亀戸 リラひたち 北千住 岐阜LC 蕨 登美ヶ丘 登美ヶ丘 佐倉 リラひたち

記  録 56''49 53''83 59''98 1'05''16 1'04''43 1'03''37 1'13''08 1'19''12 1'19''14 1'20''01 1'32''34 1'46''14

大 会 名 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ 社会人選手権 FIAﾏｽﾀｰｽﾞ ジャパンマスターズ ジャパンマスターズ 東京都マスターズ レインボーカップ 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ 報知ﾏｽﾀｰｽﾞ 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ ジャパンマスターズ

会  場 千葉国際 ダイエープロビスフェニックス 千葉国際 日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ RACTABドーム 辰巳国際 日本ガイシアリーナ 横浜国際 大阪ﾌﾟｰﾙ 大阪ﾌﾟｰﾙ 千葉国際 RACTABドーム

期  日 2008/3/2 2018/9/2 2009/3/8 2013/7/13 2017/7/17 2021/11/20 2018/9/29 2013/8/31 2010/9/20 2013/6/22 2006/10/22 2017/7/17

氏　名 大関颯太様 竹中周作様 真熊健太郎様 野々村卓様 新井茂夫様 前田勉様 畑卓見様 篠﨑譲二様 新井茂夫様 重田正美様 重田正美様 滝本隆博様

ク ラ ブ 蕨 早稲田 広島 登美ヶ丘 両国 曳舟 港南台 亀戸 曳舟 佐倉 佐倉 リラひたち

記  録 2'13''76 2'13''07 2'19''77 2'37''96 2'34''21 2'34''51 2'55''21 3'23''45 3'07"42 3'38''49 3'33''54 3'56''58

大 会 名 ジャパンマスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ もみじCUP 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞSWFS CMCマスターズ FIAマスターズ CMCマスターズ 千葉マスターズ ジャパンマスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ ジャパンマスターズ

会  場 千葉国際 千葉国際 広島総合屋内 大阪ﾌﾟｰﾙ 町田市立室内 千葉国際 千葉国際 千葉国際 千葉国際 なみはやドーム 千葉国際 千葉国際

期  日 2016/7/17 2006/3/4 2015/6/14 2009/6/20 2002/12/1 2019/6/16 2019/3/16 2018/6/17 2022/1/16 2005/7/15 2006/3/4 2016/7/17

氏　名 石川裕貴様 和田康宏様 牛島由貴様 大塚宣夫様 田中藤太様 彦田晃宏様 下石一郎様 福田泰夫様 船野哲夫様 川西廣一様 舩野哲夫様 滝本隆博様

ク ラ ブ ルネサンス ルネサンス 広島 登美ヶ丘 港南中央 北千住 三軒茶屋 仙川 東伏見 登美ヶ丘 東伏見 リラひたち

記  録 2'07''11 2'13"86 2'19''21 2'24''57 2'26''36 2'30''86 2'49''08 2'42"20 3'09''27 3'11''40 3'21''34 3'31''25

大 会 名 社会人選手権 東京都実業団 日本スポーツマスターズ ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟ 東京マスターズ 千葉マスターズ 東京マスターズ 千葉マスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ なみはやﾏｽﾀｰｽﾞ 東京都マスターズ ジャパンマスターズ

会  場 ダイエープロビスフェニックス 辰巳国際 青木町公園総合運動場 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ 辰巳国際 千葉国際 辰巳国際 千葉国際 千葉国際 なみはやドーム 辰巳国際 千葉国際

期  日 2018/9/2 2017/7/9 2014/8/30 2009/9/25 2017/10/28 2022/1/16 2018/11/3 2022/1/16 2010/3/6 2013/8/18 2018/11/3 2016/7/18

氏　名 諸川佳祐様 マーフィー海瑠様 浦山和哉様 伊藤孝史様 竹山直彦様 新井茂夫様 大村稔様 丹羽幹治様 大村稔様 舩野哲夫様 滝本隆博様

ク ラ ブ 両国 国立 三軒茶屋 名古屋小幡 東広島 両国 沼津 西国分寺 沼津 石神井公園 リラひたち

記  録 5'13''85 5’12”76 5'31''64 6'46''23 5'36''28 5'40''79 7'07''09 7’42”36 7'02''73 7'31"80 7'34"37

大 会 名 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 もみじCUP 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ長距離 多摩ﾛﾝｸﾞﾏｽﾀｰｽﾞ CMCマスターズ CMCマスターズ 千葉マスターズ 日本マスターズ長距離

会  場 町田市立室内 町田市立室内 町田市立室内 口論義運動公園 広島総合屋内 町田市立室内 法政大学総合体育館 千葉国際 千葉国際 千葉国際 町田市立室内

期  日 2007/11/3 2008/11/2 2007/11/4 2009/11/1 2010/6/12 2003/11/2 2011/9/4 2019/1/19 2020/1/18 2019/10/19 2016/11/6

種目 距離 １１９歳以下 １２０-１５９歳 １６０-１９９歳 ２００-２３９歳 ２４０-２７９歳 ２８０-３１９歳 ３２０-３５９歳 ３６０歳以上

ク ラ ブ ルネサンス 両国 国立 曳舟 蕨 海老名

記  録 1'35"90 1'38''52 1'46"97 1'54''34 2'09''43 2'22"68

大 会 名 東京都社会人チーム対抗戦 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ FIAマスターズ FIAﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ 神奈川マスターズ

会  場 辰巳国際 辰巳国際 千葉国際 千葉国際 辰巳国際 横浜国際

期  日 2018/7/28 2010/7/19 2017/3/5 2018/3/4 2015/7/18 2016/9/3

ク ラ ブ ルネサンス 広島 浦和 港南台 登美ヶ丘 リラひたち

記  録 3'28''14 3'55''40 4'12''22 4'27''97 5'30''77 6'15"70

大 会 名 社会人選手権 もみじCUP 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ マスターズチーム対抗戦 報知ﾏｽﾀｰｽﾞ 長距離大会

会  場 ダイエープロビスフェニックス 広島総合屋内 千葉国際 横浜国際 大阪ﾌﾟｰﾙ 口論義運動公園

期  日 2018/9/1 2015/6/13 2019/10/20 2019/7/6 2011/6/18 2017/10/29

ク ラ ブ 広島 広島 広島 国立 広島

記  録 9'13''85 9'06''28 10'44''83 11'22''75 14'30''59

大 会 名 もみじCUP もみじCUP もみじCUP JSCAﾏｽﾀｰｽﾞｶｯﾌﾟ もみじCUP

会  場 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ 広島総合屋内 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ 千葉国際 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ

期  日 2012/6/10 2015/6/14 2013/6/9 2015/8/16 2013/6/9

ク ラ ブ ルネサンス 広島 浦和 曳舟 登美ヶ丘 登美ヶ丘

記  録 1'48"49 1'56''74 2'04''48 2'07''60 2'22''78 2'47''80

大 会 名 東京都社会人チーム対抗戦 もみじCUP 東京マスターズ CMCマスターズ なみはやマスターズ なみはやマスターズ

会  場 辰巳国際 広島総合屋内 辰巳国際 千葉国際 なみはやドーム なみはやドーム

期  日 2018/7/28 2016/6/12 2019/11/3 2019/6/16 2015/7/25 2014/8/23

ク ラ ブ ルネサンス 広島 浦和 港南台 広島

記  録 3'53''33 4'22''06 4'44''00 5'02''91 7'31''39

大 会 名 社会人選手権 もみじCUP マスターズチーム対抗戦 マスターズチーム対抗戦 もみじCUP

会  場 ダイエープロビスフェニックス 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ 横浜国際 横浜国際 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ

期  日 2018/9/2 2014/6/14 2019/7/7 2019/7/7 2014/6/14

ク ラ ブ

記  録

大 会 名

会  場

期  日

メドレーリレー

4×50M

4×100M

4×200M

個人メドレー

200M

400M

フリーリレー

4×50M

4×100M

4×200M

ル ネ サ ン ス  マ ス タ ー ズ ス イ マ ー  長 水 路 記 録 （ 男子 ）
2022年4月10日

バタフライ

50M

100M

200M


