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長水路
No 氏　名 クラブ 学　校 学年 No 氏　名 クラブ 学　校 学年
1 新山　　光 秋田ＡＣ 秋田商業 高３ 1 赤間　明希 秋田ＡＣ 秋田商業 高３
2 高清水清央 大館ＳＳ 大館桂桜 高１ 2 沢田　海音 秋田ＡＣ 秋田北 高３
3 鈴木　俊平 大館ＳＳ 大館国情 高１ 3 佐々木和音 ｾﾝﾄﾗﾙ横手 横手清陵 高２
4 鑓野目遼弥 秋田ＡＣ 秋田北高 高１ 4 髙橋　南子 秋田ＡＣ 秋田北 高１
5 坂本　春空 ｾﾝﾄﾗﾙ横手 大曲高校 高１ 5 上村　彩夏 秋田ＡＣ 城東 中３
6 成田　真大 大館ＳＳ 大館第一 中３ 6 宮﨑　夢乃 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 秋田東 中３
7 瀧田　洸宇 ＪＳＳ秋田 泉 中３ 7 小倉　佑奈 秋田ＳＳ 秋田西 中３
8 高清水優大 大館ＳＳ 東 中２ 8 堀江　栞緒 ｾﾝﾄﾗﾙ横手 横手北 中２
9 渡邊　佑真 ｻﾝﾌﾙﾄSC 能代南 中２ 9 近藤カエラ 秋田ＡＣ 山王 中１
10 和嶋　亮磨 秋田ＡＣ本荘 南 中２ 10 高橋　　凛 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 城東 中１
11 佐藤　時絃 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 南高校中等部 中２ 11 坂本まひる ｾﾝﾄﾗﾙ横手 六郷 中１
12 白鳥　航生 ｻﾝﾌﾙﾄSC 能代第二 中１ 12 佐々木玲那 ｻﾝﾌﾙﾄSC 渟城南 小６
13 正木　煌也 ｻﾝﾌﾙﾄSC 東雲 中１ 13 三浦　美空 秋田ＡＣ 土崎 小６
14 白鳥　魁生 ｻﾝﾌﾙﾄSC 能代第二 中１ 14 滝沢　心花 大館ＳＳ 城南 小５
15 鈴木　大斗 秋田ＡＣ 桜 中１ 15 石川　絵智 ｻﾝﾌﾙﾄSC 能代第四 小５
16 伊藤　大智 秋田ＡＣ 御所野 中１ 16 山上　結海 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 広面 小５
17 甲斐　爽太 秋田ＡＣ 南高校中等部 中１ 17 村田　愛加 ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ 桜 小５
18 土田　朝陽 秋田ＡＣ 山王 中１ 18 小倉　琉花 秋田ＳＳ 日新 小５
19 斎藤　彗玖 秋田ＳＳ 南高校中等部 中１ 19 小野　緩里 ＪＳＳ秋田 外旭川 小４
20 成田　一颯 大館ＳＳ 花岡 小６
21 成田　真翔 大館ＳＳ 城南 小５
22 伊藤　竜弥 秋田ＡＣ 大住 小５
23 近藤　テオ 秋田ＡＣ 川尻 小５
24 安保　琉叶 大館ＳＳ 扇田 小４
25 庄子　大翔 秋田ＡＣ 大住 小４
26 髙味謙志郎 秋田ＡＣ 雄和 小４
27 長谷川嵩真 ＪＳＳ秋田 飯島南 小４
28 高橋　優介 秋田ＳＳ 勝平 小３

短水路
No 氏　名 クラブ 学　校 学年 No 氏　名 クラブ 学　校 学年
1 安部大維志 大館ＳＳ 川口 小６ 1 渡邉　笑乎 秋田ＳＳ 外旭川 小４
2 木村　　心 秋田ＡＣ 下北手 小６
3 高橋　涼太 秋田ＡＣ 牛島 小５
4 五十嵐　陽 秋田ＡＣ 飯島 小５
5 高橋　大輔 秋田ＡＣ 上北手 小５
6 後藤　秀弥 秋田ＡＣ 附属 小５
7 佐々木優歩 秋田ＡＣ 飯島南 小５
8 加藤　　陽 秋田ＡＣ 旭南 小５
9 成田凛太郎 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 広面 小５
10 佐々木　優 ｾﾝﾄﾗﾙ横手 横手南 小５
11 成田　輝星 大館ＳＳ 花岡 小４
12 古仲　泰輝 秋田ＡＣ 北陽 小４
13 山本　奏太 大館ＳＳ 川口 小３

令和元年度　秋田県水泳連盟競泳強化選手突破者

令和2年5月まで有効


