
大　　会

会　　場

第31回青森県室内選手権水泳競技大会

平川市碇ヶ関屋内温水プール『ゆうえい館』

第46回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

青森ヤクルトスイミングスクール

第20回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第42回津軽地区秋季水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール　ゆうえい館

第４０回青森県室内選手権水泳競技大会

平川市碇ヶ関屋内温水プール『ゆうえい館』

第４０回青森県室内選手権水泳競技大会

平川市碇ヶ関屋内温水プール『ゆうえい館』

第30回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第33回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

第31回青森県室内選手権水泳競技大会

平川市碇ヶ関屋内温水プール『ゆうえい館』

第30回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第31回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第8回青森県ミドル・ディスタンス水泳記録会

青森ヤクルトスイミングスクール

第30回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第30回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第38回青森県室内選手権水泳競技大会

平川市碇ヶ関屋内温水プール『ゆうえい館』

第19回津軽地区冬季水泳競技大会

平川市碇ヶ関屋内温水プール『ゆうえい館』

第46回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

青森ヤクルトスイミングスクール

第5回青森県ミドル・ディスタンス水泳記録会

碇ヶ関屋内温水プール　ゆうえい館

第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

東京・東京辰巳国際水泳場

第21回青森県室内選手権水泳競技大会

ヤクルト弘前スイミングスクール

第8回青森県ミドル・ディスタンス水泳記録会

青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

第24回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

4x100m  4:30.58

山﨑丈太朗
逢坂　賢汰
赤平　竜郷
山崎　優斗

ヤクルト東 2019/02/24

4x200m

 4:08.81

嶋中　隆介
篠原　英樹
山田　大毅
江利山泰志

ヤクルト東 1997/02/11フリーリレー

 8:52.65

村川　雄仁
木戸　祥太
向中野元気
今　　隆英

ヤクルト東 2010/03/21

渋谷　亮磨 鰺ヶ沢SC 2007/03/18

4x100m

4x50m  1:50.59

山﨑丈太朗
山崎　優斗
青木　理慶
赤平　竜郷

ヤクルト東 2019/03/27

メドレーリレー

4x50m  2:01.29

渡邉　祐輝
笹村　優喜
根上　直久
佐藤　淳哉

青森ヤクルト 2001/03/29

 200m  2:16.12 工藤　颯真 ひらかわSC 2014/02/09

 200m

 100m  1:04.44 横山　　良 第三大成小 2007/01/28

 400m

 2:14.21 金澤　岳踏 ウイング八戸 2020/01/12個人メドレー

 4:51.55

平泳ぎ

 2:28.97 山本　　卓 鰺ヶ沢SC 2010/03/21

  50m    27.04 渋谷　亮磨 鰺ヶ沢SC 2007/03/27

 100m

  50m    31.27 渋谷　亮磨 鰺ヶ沢SC 2007/03/30

 200m

 1:09.08 飯田　潤哉 青森ヤクルト 2008/03/29

 200m

 1:02.18 今井祐次郞 ヤクルト弘前 2007/01/07背泳ぎ

 2:14.77 今井祐次郞 ヤクルト弘前 2007/02/18

 4:24.31 木村　修梧 ＳＡ五所川原 2015/10/25

 9:02.89 木村　修梧 ＳＡ五所川原 2016/02/06

 100m

  50m    29.04 今井祐次郞 ヤクルト弘前 2007/03/28

短水路　青森県学童記録
男子

2020年1月13日現在

種　　目 時　　間 氏　　名 所　　属 年月日

  50m    26.26 今井祐次郞 ヤクルト弘前 2007/02/18

バタフライ  100m    59.26 渋谷　亮磨 鰺ヶ沢SC 2007/03/28

自由形

1500m 17:07.21 木村　修梧 ＳＡ五所川原 2016/02/06

 200m

 100m    56.24 金澤　岳踏 ウイング八戸 2020/01/13

 400m

 2:02.28 嶋中　隆介 ヤクルト東 1997/03/28

 800m



大　　会

会　　場

第37回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競

辰巳国際水泳場

第4回JSCA東北ジュニア水泳競技大会

宮城県総合運動公園プール

第36回全国JO夏季青森県予選会

鯵ヶ沢町室内温水プール

第３回青森県短水路ジュニア水泳記録会

平川市屋内プール『ゆうえい館』

第３回青森県短水路ジュニア水泳記録会

平川市屋内プール『ゆうえい館』

第３回青森県短水路ジュニア水泳記録会

平川市屋内プール『ゆうえい館』

第36回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第36回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第26回津軽地区冬季水泳競技大会

平川市碇ヶ関屋内温水プール『ゆうえい館』

第32回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第32回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第34回青森県室内選手権水泳競技大会

鯵ヶ沢町室内温水プール

第39回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第43回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

青森ヤクルトスイミングスクール

第３９回青森県室内選手権水泳競技大会

平川市屋内プール『ゆうえい館』

第9回青森県スプリント水泳競技大会

青森ヤクルトスイミングスクール

第37回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競

辰巳国際水泳場

第３９回青森県室内選手権水泳競技大会

平川市屋内プール『ゆうえい館』

2018年度第6回青森県水泳連盟AA級大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第31回青森県室内選手権水泳競技大会

平川市屋内プール『ゆうえい館』

第5回青森県ミドル・ディスタンス水泳記録会

青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

第1回青森県短水路ジュニア水泳記録会

平川市屋内プール『ゆうえい館』

第37回青森県室内選手権水泳競技大会

平川市屋内プール『ゆうえい館』

4x100m  4:37.56

阿部　春乃
金澤　奈央
成田麻奈里
深堀　帆南

ヤクルト東 2013/02/03

4x200m

 4:11.80

長谷川恵奈
杉山　薫子
星野　莉奈
村川　理子

ヤクルト東 2007/02/18フリーリレー

 9:03.50

長谷川恵奈
太田　彩花
星野　莉奈
有馬　　愛

小学選抜 2007/03/18

杉山　樺音 ＳＡむつ 2015/02/07

4x100m

4x50m  1:53.98

盛　　唱實
小笠原佳穂
成田由佳里
八木澤麻衣

ヤクルト東 2019/02/24

メドレーリレー

4x50m  2:06.44

阿部　春乃
金澤　奈央
成田麻奈里
深堀　帆南

ヤクルト東 2013/02/24

 200m  2:22.73 杉山　樺音 ＳＡむつ 2015/02/08

 200m

 100m  1:08.28 杉山　樺音 ＳＡむつ 2014/10/12

 400m

 2:17.92 杉山　樺音 ＳＡむつ 2015/03/27個人メドレー

 4:49.44

平泳ぎ

 2:32.33 平舩　真帆 セントラル八戸 2010/02/07

  50m    28.49 長谷川葉月 WING五所川原 2017/03/27

 100m

  50m    33.19 平舩　真帆 セントラル八戸 2010/03/30

 200m

 1:09.12 平舩　真帆 セントラル八戸 2010/03/29

 200m

 1:03.77 澁谷　夏未 鰺ヶ沢SC 2014/03/27背泳ぎ

 2:18.31 坪田　愛生 ｳｲﾝｸﾞ五所川原 2014/02/16

 4:26.09 杉山　樺音 ＳＡむつ 2015/02/22

 9:02.94 杉山　樺音 ＳＡむつ 2015/02/22

 100m

  50m    29.91 澁谷　夏未 鰺ヶ沢SC 2014/03/28

短水路　青森県学童記録
女子

2020年1月13日現在

種　　目 時　　間 氏　　名 所　　属 年月日

  50m    26.84 杉山　樺音 ＳＡむつ 2015/03/27

バタフライ  100m  1:03.86 長谷川葉月 WING五所川原 2017/01/08

自由形

1500m 17:09.09 杉山　樺音 ＳＡむつ 2015/02/22

 200m

 100m    59.17 澁谷　夏未 鰺ヶ沢SC 2013/10/20

 400m

 2:08.79 澁谷　夏未 鰺ヶ沢SC 2013/07/06

 800m



大　　会

会　　場

第46回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

青森ヤクルトスイミングスクール

第46回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

青森ヤクルトスイミングスクール

メドレーリレー

50:00.004x100m

4x50m  2:10.16

雪田　琉央
三宅　　華
佐藤　瑠威
松橋　琉奈

WING五所川原 2020/01/13

フリーリレー

4x100m 50:00.00

4x50m  1:55.85

雪田　琉央
佐藤　瑠威
三宅　　華
安田　光優

WING五所川原 2020/01/12

短水路　青森県学童記録
混合

2020年1月13日現在

種　　目 時　　間 氏　　名 所　　属 年月日


