
第76回青森県選手権水泳競技大会　所属別競技結果一覧（個人競技）

ヤクルト八戸 （1/9）

沖津　優乙          高2

順位  記録 Goal

男子   50m 平泳ぎ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 平泳ぎ
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

掛端　遊馬          高2

順位  記録 Goal

男子   50m 自由形
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 背泳ぎ
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

工藤　巴琥          中3

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 個人メドレー
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

順位  記録 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Goal

男子  400m 個人メドレー
 

                                                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
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ヤクルト八戸 （2/9）

菅井　健汰          中2

順位  記録 Goal

男子   50m 背泳ぎ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m Goal

男子  100m 自由形
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m Goal

男子  100m 背泳ぎ
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 背泳ぎ
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

橋詰　楓雅          中2

順位  記録 Goal

男子   50m バタフライ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 Goal

男子   50m 自由形
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m Goal

男子  100m バタフライ
 

        タイム決勝 棄権      

********
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ヤクルト八戸 （3/9）

今　　昌平          中1

順位  記録 Goal

男子   50m 平泳ぎ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m Goal

男子  100m 平泳ぎ
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 個人メドレー
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 平泳ぎ
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

沖津　和真          中1

順位  記録 50m Goal

男子  100m 平泳ぎ
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 自由形
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 平泳ぎ
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

順位  記録 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Goal

男子  400m 自由形
 

                                                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
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ヤクルト八戸 （4/9）

石塚　晶埜          小6

順位  記録 Goal

男子   50m バタフライ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 Goal

男子   50m 平泳ぎ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m Goal

男子  100m バタフライ
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m Goal

男子  100m 自由形
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 個人メドレー
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 平泳ぎ
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********
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ヤクルト八戸 （5/9）

大羽沢　仁          小5

順位  記録 Goal

男子   50m 自由形
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 Goal

男子   50m 背泳ぎ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m Goal

男子  100m 自由形
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 個人メドレー
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

佐々木摩周          小5

順位  記録 Goal

男子   50m バタフライ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 Goal

男子   50m 自由形
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m 100m 150m Goal

男子  200m 個人メドレー
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********
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ヤクルト八戸 （6/9）

金崎　らん          高2

順位  記録 Goal

女子   50m 自由形
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m 100m 150m Goal

女子  200m 自由形
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

向谷地涼香          高2

順位  記録 Goal

女子   50m バタフライ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m 100m 150m Goal

女子  200m バタフライ
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

中村　咲杜          中3

順位  記録 Goal

女子   50m 自由形
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m 100m 150m Goal

女子  200m 個人メドレー
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

女子  200m 自由形
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********
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橋詰　莉桜          中2

順位  記録 Goal

女子   50m 自由形
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m Goal

女子  100m 自由形
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

女子  200m 自由形
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

佐々木咲來          中1

順位  記録 50m Goal

女子  100m 自由形
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

女子  200m 自由形
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

順位  記録 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Goal

女子  400m 自由形
 

                                                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
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山田　七楓          中1

順位  記録 Goal

女子   50m バタフライ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 Goal

女子   50m 平泳ぎ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m 100m 150m Goal

女子  200m 個人メドレー
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

吉田　華奈          中1

順位  記録 50m Goal

女子  100m 平泳ぎ
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

女子  200m 個人メドレー
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

順位  記録 50m 100m 150m Goal

女子  200m 平泳ぎ
 

                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ********

順位  記録 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Goal

女子  400m 個人メドレー
 

                                                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
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小柴　結心          中1

順位  記録 Goal

女子   50m 背泳ぎ
 

タイム決勝 棄権      

順位  記録 50m Goal

女子  100m バタフライ
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m Goal

女子  100m 背泳ぎ
 

        タイム決勝 棄権      

********

順位  記録 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Goal

女子  400m 個人メドレー
 

                                                        タイム決勝 棄権      

******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
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