
大　　会

会　　場

とびうお杯第21回全国少年少女水泳競技大会

浜松市江之島水泳場

第39回ＪＳＣＡブロック対抗水泳競技大会IN秋田

秋田県立総合プール

第38回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第70回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

第70回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

第70回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

第27回全国JSCAブロック対抗水泳競技大会

秋田県立総合プール

第27回全国JSCAブロック対抗水泳競技大会

秋田県立総合プール

第71回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園屋外プール

第27回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第62回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

第62回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

第27回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

第42回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季

東京・東京辰巳国際水泳場

第74回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園屋外プール

とびうお杯第21回全国少年少女水泳競技大会

浜松市江之島水泳場

第67回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

第17回青函スイミングクラブ交歓水泳大会

はこだて市民プール

第73回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

第51回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

第17回青函スイミングクラブ交歓水泳大会

はこだて市民プール

第51回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

フリーリレー

 9:39.17

嶋中　隆介
山田　大毅
江利山泰志
篠原　英樹

ヤクルト青森東 1996/08/01

4x50m  2:18.70

斉藤　貴史
大阪　　勉
山田　友貴
山田　隆二

ヤクルト青森東 1990/11/18

 2:02.64

斉藤　貴史
山田　隆二
安田　功世
大阪　　勉

ヤクルト青森東 1990/11/18

4x200m

 4:22.49

赤平　竜郷
種市　祥万
山崎　優斗
山﨑丈太朗

ヤクルト東 2018/07/28

メドレーリレー

4x100m  4:55.67

篠原　英樹
江利山泰志
嶋中　隆介
山田　大毅

ヤクルト青森東 1996/07/31

 200m  2:21.10 佐藤　瑠威 WING五所川原 2019/07/27

 400m

 200m  2:24.49 渋谷　亮磨 鰺ヶ沢スイミング 2006/08/05

個人メドレー

 5:14.67 三浦　恵太 ヤクルト八戸 2012/07/28

4x100m

4x50m

平泳ぎ

 2:41.02 笹村　優喜 青森ヤクルト 2000/07/29

  50m    28.43 渋谷　亮磨 鰺ヶ沢スイミング 2006/08/26

 100m

  50m    32.98 飯田　潤哉 青森ヤクルト 2007/06/27

 200m

 1:12.73 飯田　潤哉 青森ヤクルト 2007/07/29

 200m

 1:06.48 今井祐次郎 ヤクルト弘前 2006/10/08背泳ぎ

 2:30.90 木村　竜太 ヤクルト東 2016/07/30

 4:34.91 木村　修梧 ＳＡ五所川原 2015/07/26

 9:32.41 木村　修梧 ＳＡ五所川原 2015/07/25

 100m

  50m    30.77 今井祐次郎 ヤクルト弘前 2006/10/07

長水路　青森県学童記録
男子

2020年8月9日現在

種　　目 時　　間 氏　　名 所　　属 年月日

  50m    27.30 渋谷　亮磨 鰺ヶ沢スイミング 2006/08/06

バタフライ  100m  1:02.93 佐藤　瑠威 WING五所川原 2019/08/22

自由形

1500m 18:06.27 木村　修梧 ＳＡ五所川原 2015/07/25

 200m

 100m  1:00.17 赤平　竜郷 ヤクルト東 2018/10/08

 400m

 2:09.37 木村　修梧 SA五所川原 2015/08/22

 800m



大　　会

会　　場

東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待記録会

東京スイミングセンター

第39回東北ジュニア選手権水泳競技大会

秋田県立総合プール

第34回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季

東京・東京辰巳国際水泳場

第34回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季

東京・東京辰巳国際水泳場

第42回　東北ジュニア選手権水泳競技大会

秋田県立総合プール

第39回東北ジュニア選手権水泳競技大会

秋田県立総合プール

第39回東北ジュニア選手権水泳競技大会

秋田県立総合プール

第60回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

第75回青森県選手権水泳競技大会　八戸会場

八戸市民プール

とびうお杯第24回全国少年少女水泳競技大会

浜松市江之島水泳場

第64回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

第71回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園屋外プール

第71回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園屋外プール

第71回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園屋外プール

第43回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

青森県総合運動公園プール

東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待記録会

東京スイミングセンター

第42回　東北ジュニア選手権水泳競技大会

秋田県立総合プール

第75回青森県選手権水泳競技大会　八戸会場

八戸市民プール

第53回青森県選手権水泳競技大会

青森県総合運動公園屋外プール

第43回　東北ジュニア選手権水泳競技大会

秋田県立総合プール

第75回青森県選手権水泳競技大会　八戸会場

八戸市民プール

フリーリレー

10:36.33

山田加奈子
高野　紀子
三浦　綾子
小山内　蘭

ヤクルト青森東 1998/08/12

4x100m

4x50m  2:16.31

石井　未緒
河村　優菜
山村　碧姫
吉田　姫奈

ウイング八戸 2017/05/13

メドレーリレー

 4:47.68

古川友莉菜
佐々木珠南
類家　美紅
古川亜依莉

ウイング八戸 2020/08/02

4x100m

4x50m  2:00.90

原子　奈優
張間　　蓮
成田　　悠
山田　麗真

ヤクルト東 2016/05/15

4x200m

 4:23.79

類家　美紅
古川友莉菜
佐々木珠南
古川亜依莉

ウイング八戸 2020/08/02

 400m

 200m  2:25.44 佐々木珠南 ウイング八戸 2020/08/09

個人メドレー

 5:08.06 杉山　樺音 アカデミーむつ 2014/11/24

平泳ぎ

 2:40.87 平舩　真帆 セントラル八戸 2009/07/25

 100m

  50m    29.73 長谷川葉月 WING五所川原 2016/07/30

 1:05.94 長谷川葉月 WING五所川原 2016/07/31

   34.92 佐々木珠南 ウイング八戸 2020/08/02

 200m

 1:14.09 平舩　真帆 セントラル八戸 2009/08/01

 800m

 4:46.93 古川　聖来 ウイング八戸 2011/07/31

自由形

 9:54.36 張間　　蓮 ヤクルト東 2016/05/14

 200m

 100m  1:01.97 澁谷　夏未 鰺ヶ沢スイミング 2013/05/11

 400m

 2:14.88 古川　聖来 ウイング八戸 2011/08/26

長水路　青森県学童記録
女子

2020年8月9日現在

種　　目 時　　間 氏　　名 所　　属 年月日

  50m    28.49 杉山　樺音 アカデミーむつ 2014/11/23

バタフライ

 200m  2:32.49 長谷川葉月 WING五所川原 2016/07/30

背泳ぎ

  50m    31.56 澁谷　夏未 鰺ヶ沢スイミング 2013/05/12

 100m  1:07.28 澁谷　夏未 鰺ヶ沢スイミング 2013/05/11

 200m  2:28.22 白銀　結麻 ウイング十和田 2005/07/30

 100m

  50m


