
令和 4 年度秋田県新記録更新履歴 
※ 同月内に同一選手が繰り返し更新した場合は、もっとも良い記録を掲載します 

 

☆3 月 

【秋田県短水路新記録】 

●男子 400m 自由形 3:51.14 鈴木 大斗 (秋田ＡＣ)  2023/03/27 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 
●男子 800m 自由形 8:09.66 白鳥 魁生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/03/28 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 
●男子 1500m 自由形 15:22.00 白鳥 魁生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/03/28 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 
●女子 50m 自由形 25.13 髙橋  凛 (ｾﾝﾄﾗﾙ秋田)  2023/03/29 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 
●女子 100m 自由形 55.11 髙橋  凛 (ｾﾝﾄﾗﾙ秋田)  2023/03/30 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 

【秋田県短水路高校新記録】 

●男子 400m 自由形 3:51.14 鈴木 大斗 (秋田ＡＣ)  2023/03/27 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 
●男子 800m 自由形 8:09.66 白鳥 魁生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/03/28 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 
●男子 1500m 自由形 15:22.00 白鳥 魁生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/03/28 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 
●男子 100m 背泳ぎ 55.27 白鳥 航生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/03/30 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 
●男子 400m 個人メドレー 4:15.74 鈴木 大斗 (秋田ＡＣ)  2023/03/28 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 
●女子 50m 自由形 25.13 髙橋  凛 (ｾﾝﾄﾗﾙ秋田)  2023/03/29 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 
●女子 100m 自由形 55.11 髙橋  凛 (ｾﾝﾄﾗﾙ秋田)  2023/03/30 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 

【秋田県短水路中学新記録】 

●男子 4×100m フリーリレー 3:32.63 秋田ＡＣ (近藤 テオ・伊藤 竜弥・伊藤  碧・五十嵐 陽) 
2023/03/29 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 

●女子 200m 自由形 2:03.86 村田 愛加 (ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ)  2023/03/29 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 

【秋田県短水路学童新記録】 

●男子 50m 背泳ぎ 28.58 三熊 颯太 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/03/27 全国ＪＯ春季  東京辰巳国際 

 

☆2 月 

【秋田県短水路新記録】 

●男子 50m 自由形 22.63 新山  光 (中京大)  2023/02/25 県短水路選手権  県立総合 
●男子 1500m 自由形 15:33.67 白鳥 魁生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/02/25 県短水路選手権  県立総合 

【秋田県短水路高校新記録】 

●男子 1500m 自由形 15:33.67 白鳥 魁生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/02/25 県短水路選手権  県立総合 
●男子 100m 背泳ぎ 55.36 白鳥 航生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/02/26 県短水路選手権  県立総合 
●男子 200m 背泳ぎ 1:59.40 白鳥 航生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/02/25 県短水路選手権  県立総合 
●男子 400m 個人メドレー 4:19.69 鈴木 大斗 (秋田南高校)  2023/02/25 県短水路選手権  県立総合 

【秋田県短水路中学新記録】 

●女子 100m 個人メドレー 1:05.17 村田 愛加 (ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ)  2023/02/26 県短水路選手権  県立総合 



【秋田県短水路学童新記録】 

●男子 200m 背泳ぎ  2:14.23 三熊 颯太 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/02/12 第４回県ジュニア記録会  県立総合 

 

☆1 月 

【秋田県短水路新記録】 

●男子 400m 自由形 3:53.02 白鳥 魁生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/01/15 ＪＯ春季予選  県立総合 

【秋田県短水路高校新記録】 

●男子 400m 自由形 3:53.02 白鳥 魁生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/01/15 ＪＯ春季予選  県立総合 
●男子 100m 背泳ぎ 55.90 白鳥 航生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/01/15 ＪＯ春季予選  県立総合 
●男子 4×100m フリーリレー 3:23.70 ｻﾝﾌﾙﾄ SC (渡邊 佑真・白鳥 魁生・白鳥 航生・正木 煌也) 

2023/01/15 第 2 回県記録会  県立総合 
●女子 200m 自由形 2:01.93 髙橋  凛 (ｾﾝﾄﾗﾙ秋田)  2023/01/15 第 2 回県記録会  県立総合 

【秋田県学童新記録】 

●男子 50m 背泳ぎ  28.59 三熊 颯太 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2023/01/15 ＪＯ春季予選  県立総合 

 

☆10 月 

【東北高校新記録】【秋田県新記録】【秋田県高校新記録】 

●女子 100m 自由形 56.43 髙橋  凛 (秋田北)  2022/10/28 東北高校新人  秋田県立総合 

 

☆９月 

【東北新記録】【秋田県新記録】 

●男子 100m バタフライ 52.41 三浦  心 (ｴｲｼﾞｪｯｸ)  2022/09/17 栃木国体  日環アリーナ栃木 
 

【秋田県短水路新記録】【秋田県短水路高校新記録】 

●男子 800m 自由形 8:14.20 白鳥 魁生 (能代松陽)  2022/09/24 県高校新人  県立総合 
●男子 1500m 自由形 15:34.79 白鳥 魁生 (能代松陽)  2022/09/24 県高校新人  県立総合 
●女子 4×200m フリーリレー 8:46.40 秋田北高校 (髙橋  凛・山元 結心・三浦  愛・中野 柚希) 

2022/09/24 県高校新人  県立総合 
 

☆8 月 

【東北高校新記録】【秋田県新記録】【秋田県高校新記録】 

●女子 50m 自由形 25.86 髙橋  凛 (秋田北)  2022/08/16 日本高校  高知くろしおアリーナ 
 



【秋田県新記録】【秋田県高校新記録】 

●男子 800m 自由形 8:28.78 成田真大 (大館鳳鳴)  2022/08/16 日本高校  高知くろしおアリーナ 
 

【秋田県高校新記録】 

●男子 1500m 自由形 16:00.16 成田真大 (大館鳳鳴)  2022/08/16 日本高校  高知くろしおアリーナ 
●男子 400m 個人メドレー 4:30.14 鈴木 大斗 (秋田南)  2022/08/18 日本高校  高知くろしおアリーナ 
 

【秋田県学童新記録】 

●男子 50m 背泳ぎ  30.40 三熊 颯太 (ｻﾝﾌﾙﾄＳＣ) 2021/08/22 全国ＪＯ夏季  東京辰巳国際 
 

☆７月 

【秋田県新記録】 

●男子 50m 平泳ぎ 28.77 田中瑛之介 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2022/07/03 ＪＯ夏季予選  県立総合 
 

【秋田県高校新記録】 

●男子 1500m 自由形 16:10.33 成田真大 (大館鳳鳴)  2022/07/21 東北高校  盛岡市立総合 
 

☆６月 

【東北高校新記録】【秋田県新記録】【秋田県高校新記録】 

●女子 50m 自由形 26.04 髙橋  凛 (秋田北高校)  2022/06/24 県高校総体  県立総合 
●女子 100m 自由形 56.53 髙橋  凛 (秋田北高校)  2022/06/26 県高校総体  県立総合 
 

【秋田県高校新記録】 

●男子 1500m 自由形 16:11.35 白鳥魁生 (能代松陽高校)  2022/06/25 県高校総体  県立総合 
●男子 1500m 自由形 16:13.56 成田真大 (大館鳳鳴高校)  2022/06/25 県高校総体  県立総合 
●男子 800m 自由形 8:33.69 成田真大 (大館鳳鳴高校)  2022/06/25 県高校総体  県立総合 
●男子 800m 自由形 8:34.59 白鳥魁生 (能代松陽高校)  2022/06/25 県高校総体  県立総合 
 

【秋田県学童新記録】 

●男子 50m 背泳ぎ 30.46 三熊 颯太 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2022/06/12 小学生選手権  県立総合 
●男子 100m 背泳ぎ 1:06.25 三熊 颯太 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2022/06/12 小学生選手権  県立総合 
 

【東北短水路高校新記録】【秋田県短水路高校新記録】 

●女子 50m 自由形 25.54 髙橋  凛 (秋田北高校)  2022/06/04 中央支部高校総体  県立総合 
●女子 100m 自由形 55.64 髙橋  凛 (秋田北高校)  2022/06/04 中央支部高校総体  県立総合 
 
 



☆５月 

【秋田県新記録】 
●男子 50m 自由形 23.33 三浦 心 (エイジェック)  2022/05/29 県選手権  県立総合 
●男子 50m 自由形 23.33 新山 光 (中京大)  2022/05/29 県選手権  県立総合 
●男子 50m 平泳ぎ 28.85 田中瑛之介 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2022/05/29 県選手権  県立総合 
 

【秋田県高校新記録】 

●男子 1500m 自由形 16:15.60 白鳥魁生  (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)   2022/05/28 県選手権  県立総合 
●男子 1500m 自由形 16:20.42 成田真大 (大館鳳鳴高校)  2022/05/28 県選手権  県立総合 
●男子 800m 自由形 8:35.23 白鳥魁生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2022/05/28 県選手権  県立総合 
●男子 800m 自由形 8:36.55 成田真大 (大館鳳鳴高校)  2022/05/28 県選手権  県立総合 
●女子 50m 自由形 26.34 髙橋  凛 (秋田北高校)  2022/05/29 県選手権  県立総合 
●女子 100m 自由形 57.39 髙橋  凛 (秋田北高校)  2022/05/29 県選手権  県立総合 

 

☆４月 

【秋田県高校新記録】 

●男子 1500m 自由形 16:29.11 白鳥魁生 (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2022/04/24 第１回ジュニア記録会  県立総合 
●男子 800m 自由形 8:42.89 白鳥魁生  (ｻﾝﾌﾙﾄ SC)  2022/04/24 第１回ジュニア記録会  県立総合 
●女子 50m 自由形 26.49 髙橋  凛 (ｾﾝﾄﾗﾙ秋田)  2022/04/24 第１回ジュニア記録会  県立総合 
●女子 100m 自由形  57.50 髙橋  凛 (ｾﾝﾄﾗﾙ秋田)  2022/04/24 第１回ジュニア記録会  県立総合 


