
大　　会

会　　場

浜名湾短水路選手権タイムトライアル

浜松市総合水泳場

第４１回青森県室内選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール『ゆうえい館』

全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会

ダイエープロビスフェニックスプール

第69回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会

ダイエープロビスフェニックスプール

全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会

ダイエープロビスフェニックスプール

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８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

第72回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

六ヶ所村立屋内温水プール　ろっぷ

第45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ｸﾞｽｸｰﾙ

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

青森県水泳連盟AA級競技大会

青森ヤクルトスイミングスクール

宮城県AA級春季大会

セントラルG２１プール

第41回青森県室内選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール『ゆうえい館』

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

青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

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４３回青森県室内選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

浜谷　憲周 順天堂大 2016/02/06

自由形

1500m 15:15.07 佐貫　省吾 八戸工大一高 2013/03/29

 200m

 100m    50.28 澁谷　亮磨 同志社大学 2017/02/05

 400m

 1:49.26 今井祐次郞 八戸工大一高 2013/03/31

 800m

 3:52.16 吉崎　　旭 八戸工大一高

短水路　青森県記録
男子

2022年3月28日現在

種　　目 時　　間 氏　　名 所　　属 年月日

  50m    22.45 樋口　　遼 BIGFOOT32 2018/07/01

2016/06/05

 8:08.96 佐貫　省吾 八戸工大一高 2013/03/29

 100m

  50m    25.85 高橋　　輝 八戸工大一高 2017/03/30

 200m

   54.48 高橋　　輝 八戸工大一高 2017/03/30背泳ぎ

 1:59.87 高橋　　輝 八戸工大一高 2017/03/29

平泳ぎ

 2:10.29 小山内元気 八戸工大一高 2019/01/13

  50m    23.69 浜谷　憲周 順天堂大 2016/02/06

 100m

  50m    28.50 小山内元気 八戸工大一高 2020/02/23

 200m

 1:00.70 小山内元気 八戸工大一 2019/06/02

バタフライ  100m    51.82

メドレーリレー

4x50m  1:45.82

及川　龍二
米谷　陸杜
佐々木駿斗
阿保　貴大

弘前大 2015/02/08

 200m  1:56.20 浜谷　憲周 順天堂大 2016/02/07

 200m

 100m    56.87 小田桐勇人 ウイング八戸 2014/10/12

 400m

 2:01.98 三橋凜大朗 ヤクルト八戸 2021/02/28個人メドレー

 4:17.00

フリーリレー

 7:35.93

吉崎　　旭
三浦　晃太
佐貫　省吾
原　　航平

八戸工大一高 2014/06/08

成田　雄斗 八戸工大一高 2018/02/25

4x100m

4x50m  1:36.30

相馬　享亮
及川　龍二
澁谷　旬哉
米谷　陸杜

弘前大 2017/02/04

4x100m  3:45.17

成田　雄斗
小山内元気
中山　義仁
三橋凜大朗

八戸工大一高 2019/02/03

4x200m

 3:26.27

高橋　　輝
原　　航平
佐貫　省吾
吉崎　　旭

八戸工大一高 2015/03/29



大　　会

会　　場

第４４回青森県室内選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

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２２回東北高等学校新人水泳競技大会

セントラルスポーツ宮城Ｇ２１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68回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温

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28回東北高等学校新人水泳競技大会

セントラルＧ２１

宮城県AA級春季大会

セントラルG２１プール

第44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

全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第38回全国JOCジュニアオリンピック春季大会

東京辰巳国際水泳場

日本選手権(25ｍ)

東京・東京辰巳国際水泳場

2019年度第5回青森県水泳連盟AA級大会

鰺ヶ沢町室内温水プール

東北高等学校新人水泳競技大会

グランディ21プール

第46回青函スイミングクラブ交歓水泳大会

青森ヤクルトスイミングスクール

第44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37回ヤクルトスイミングスクール招待記録会

青森ヤクルトスイミングスクール

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74回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

第37回ヤクルトスイミングスクール招待記録会

青森ヤクルトスイミングスクール

第42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

長谷川葉月 WING五所川原 2019/11/10

自由形

1500m 17:09.09 杉山　樺音 ＳＡむつ 2015/02/22

 200m

 100m    55.96 阿部なつき ヤクルト東 2019/02/24

 400m

 2:01.78 中川　美紅 八戸工大一高 2014/10/18

 800m

 4:13.67 杉山　樺音 ＳＡむつ

短水路　青森県記録
女子

2022年3月28日現在

種　　目 時　　間 氏　　名 所　　属 年月日

  50m    25.64 長谷川葉月 WING五所川原 2020/02/08

2017/03/27

 8:45.18 澤田　有里 弘前高 2015/06/06

 100m

  50m    28.89 澁谷　夏未 鰺ヶ沢ＳＣ 2020/01/12

 200m

 1:01.81 野村　真滉 青森南 2020/10/23背泳ぎ

 2:14.91 坪田　愛生 八戸工大一高 2018/02/25

平泳ぎ

 2:29.31 杉山　樺音 ＳＡむつ 2016/03/29

  50m    26.73 長谷川葉月 WING五所川原 2019/10/26

 100m

  50m    32.59 佐々木珠南 ウイング八戸 2022/03/27

 200m

 1:09.12 平舩　真帆 セントラル八戸 2010/03/29

バタフライ  100m    58.84

メドレーリレー

4x50m  2:00.55

相馬　あい
三上　梨南
盛　　音葉
山本　葉月

ヤクルト東 2015/12/13

 200m  2:11.69 清水　香菜 東奥義塾高 2010/10/22

 200m

 100m  1:04.19 阿部なつき ヤクルト東 2019/11/17

 400m

 2:13.86 佐々木珠南 ウイング八戸 2022/03/27個人メドレー

 4:40.12

フリーリレー

 8:39.03

山村　碧姫
楢舘　寿音
高松　美緒
佐藤　明香

八戸工大一 2021/06/06

杉山　樺音 ＳＡむつ 2017/03/28

4x100m

4x50m  1:47.56

盛　　音葉
成田　愛里
山本　葉月
相馬　あい

ヤクルト東 2015/12/13

4x100m  4:18.47

相馬　あい
金澤　奈央
新沼　咲彩
山本　葉月

ヤクルト東 2016/01/11

4x200m

 3:50.53

盛　　音葉
阿部なつき
山本　葉月
相馬　あい

ヤクルト東 2016/02/06



大　　会

会　　場

平成29年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

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

平成29年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

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

フリーリレー

4x100m  3:44.88

木村　隼人
山本　未有
熊澤　真翔
阿部なつき

ヤクルト東

4x50m  1:42.21

短水路　青森県記録
混合

2022年3月28日現在

種　　目 時　　間 氏　　名 所　　属 年月日

阿部なつき
藤野　尚之
斉藤　優衣
佐々木禄紘

青森高

2020/01/12

4x100m

4x50m  1:51.30

斉藤　優衣
佐々木禄紘
藤野　尚之
阿部なつき

青森高 2017/09/24

2017/09/24

メドレーリレー

 4:05.72

木村　隼人
森山　翔瑛
山本　未有
阿部なつき

ヤクルト東 2020/01/13


