
10歳以下 安保　琉叶 大館ＳＳ 小５ ５０ｍ 背泳ぎ 記録なし 棄権

成田　真翔 大館ＳＳ 小６ １００ｍ 背泳ぎ 記録なし 棄権

五十嵐　陽 秋田ＡＣ 小６ １００ｍ バタフライ 記録なし 棄権

中村　晃輔 ｻﾝﾌﾙﾄSC 中２ １００ｍ バタフライ 記録なし 棄権

１００ｍ 背泳ぎ 1:02.06 22位

２００ｍ 背泳ぎ  2:11.18 6位

白鳥　魁生 ｻﾝﾌﾙﾄSC 中２ ４００ｍ 自由形 4:15.49 20位

伊藤　大智 秋田ＡＣ 中２ ５０ｍ 自由形 記録なし 棄権

２００ｍ 個人メドレー  2:11.15 12位

４００ｍ 個人メドレー  4:36.87 6位

４００ｍ 自由形  4:10.46 7位

斎藤　彗玖 秋田ＡＣ 中２ １００ｍ バタフライ 1:00.67 53位

１００ｍ 自由形 54.61 20位

２００ｍ 自由形 1:57.92 13位

１００ｍ バタフライ 1:01.58 60位

２００ｍ 自由形 1:55.79 33位

４００ｍ 自由形 4:09.62 23位

１００ｍ バタフライ 56.26 36位

２００ｍ バタフライ 2:10.14 33位

坂本　春空 ｾﾝﾄﾗﾙ横手 高２ １５００ｍ 自由形 16:45.99 63位

正木　煌也 中２

白鳥　航生 中２ 第一泳者

白鳥　魁生 中２ 56.07

渡邊　佑真 中３

５０ｍ 自由形 記録なし 棄権

１００ｍ 自由形 記録なし 棄権

２００ｍ 自由形 記録なし 棄権

５０ｍ 自由形 記録なし 棄権

１００ｍ 自由形 記録なし 棄権

５０ｍ 自由形 27.05 6位

１００ｍ 自由形 59.09 13位

２００ｍ 自由形 2:14.08 49位

15～16歳 宮﨑　夢乃 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 高１ １００ｍ 平泳ぎ 1:13.50 27位

髙橋　　凛 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 中２

鈴木　大斗 秋田ＡＣ 中２

石川　絵智 ｻﾝﾌﾙﾄSC 小６

村田　愛加 ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ 小６

鑓野目遼弥 秋田ＡＣ 高２

第43回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会　通信大会結果一覧

男子

女子

11～12歳

13～14歳

15～16歳

ＣＳ

11～12歳

13～14歳

白鳥　航生 ｻﾝﾌﾙﾄSC 中２

髙清水優大

 3:45.19

種　　　目 備考決勝

6位４×１００ｍ フリーリレー13～14歳 ｻﾝﾌﾙﾄSC

記録

大館ＳＳ 中３

坂本　春空 ｾﾝﾄﾗﾙ横手 高２

性
別

選　手　名 チーム名区分 学年



中村　晃輔 能代第二 中２ １００ｍ バタフライ 記録なし 棄権

１００ｍ 背泳ぎ 1:02.06 31位

２００ｍ 背泳ぎ  2:11.18 10位

白鳥　魁生 能代第二 中２ ４００ｍ 自由形 4:15.49 28位

伊藤　大智 御所野学院 中２ ５０ｍ 自由形 記録なし 棄権

２００ｍ 個人メドレー  2:11.15 17位

４００ｍ 個人メドレー  4:36.87 11位

斎藤　彗玖 秋田南高中等 中２ １００ｍ バタフライ 1:00.67 62位

１００ｍ 自由形 54.61 29位

２００ｍ 自由形 1:57.92 18位

５０ｍ 自由形 27.05 8位

１００ｍ 自由形 59.09 14位

男子

女子 髙橋　　凛 城東 中２

髙清水優大 大館東 中３

鈴木　大斗 桜 中２

白鳥　航生 能代第二 中２

中学校４７都道府県通信水泳競技大会　結果一覧

種　　　目 備考記録 決勝
性
別

選　手　名 学校名 学年



２００ｍ 自由形 1:55.79 51位

４００ｍ 自由形 4:09.62 41位

１００ｍ バタフライ 56.26 46位

２００ｍ バタフライ 2:10.14 56位

女子 宮﨑　夢乃 秋田北高校 高１ １００ｍ 平泳ぎ 1:13.50 39位

坂本　春空 大曲高校 高２

男子

鑓野目遼弥 秋田北高校 高２

高等学校４７都道府県通信水泳競技大会　結果一覧

種　　　目 備考記録 決勝
性
別

選　手　名 学校名 学年
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