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1 1 千葉すみれ
ＳＡ一関

高３
   25.73 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季県予選タイムトライアル

2018/07/29
岩手県 （707） 盛岡市立総合プール

2 2 阿部なつき
青森

高２
   25.77 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
青森県 （704） 盛岡市立総合プール

3 3 木村　優香
東北

高２
   26.09 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
宮城県 （678） セントラルＧ２１プール

4 4 及川　羽藍
不来方

高２
   26.10 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季県予選タイムトライアル

2018/07/29
岩手県 （678） 盛岡市立総合プール

5 5 加藤　優奈
天童ＳＳ

高１
   26.23 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （668） 酒田市光ケ丘プール

6 1 長谷川葉月
WING五所川原

中２
   26.34 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/29
青森県 （659） 東京・東京辰巳国際水泳場

7 6 小松　奏笑
イトマン向山

高３
   26.41 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱAA級夏季水泳競技大会

2018/07/08
宮城県 （654） セントラルスポーツ宮城G21プール（宮城県総合運動公

8 2 松浦　百愛
天童ＳＳ

中２
   26.56 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （643） 酒田市光ケ丘プール

9 7 千葉　美南
水沢ＳＣ

高２
   26.82 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季県予選タイムトライアル

2018/07/29
岩手県 （624） 盛岡市立総合プール

10 8 佐藤ゆずか
ＫＳＧ東北

高１
   26.90 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （619） 鶴岡市民プール

11 9 佐藤　美翔
山形中央

高２
   27.10 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
山形県 （605） 盛岡市立総合プール

12 10 西田　涼花
ピュア大和

高３
   27.14 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （603） セントラルスポーツ宮城G21プール

13 三浦　梅香
東北学院大

大３
   27.16 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （601） セントラルスポーツ宮城G21プール

13 11 谷口　美玖
利府

高１
   27.16 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
宮城県 （601） セントラルＧ２１プール

15 12 青塚　美澪
ユースポーツ

高２
   27.19 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （599） セントラルスポーツ宮城G21プール

16 3 千葉　彩佳
福岡中

中２
   27.21 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （598） 盛岡市立総合プール

17 13 菊池　采花
花巻ＳＦ

高１
   27.25 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （595） 盛岡市立総合プール

18 14 佐藤　夏希
鶴岡ＳＣ

高２
   27.27 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （594） 鶴岡市民プール

19 15 森　　巴泉
ＪＳＳ盛岡

高３
   27.28 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （593） 盛岡市立総合プール

20 4 宮﨑　夢乃
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中２
   27.32 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （591） 秋田県立総合プール

・ 出口　美桜
山形大

大２
   27.35 第７回北部学生春季公認記録会

2018/05/13
山形県 （589） セントラルスポーツ宮城G２１プール

・ 5 和知良々夢
SW大教小名浜

中３
   27.35 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （589） 福島ＳＳ保原

・ 6 渡辺　　杏
セントラル泉

中２
   27.37 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （588） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 16 柿崎　杏弥
秋田北

高２
   27.38 第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
秋田県 （587） 秋田県立総合プール

・ 7 堀江　栞緒
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

中１
   27.42 平成30年度第2回秋田県記録会

2019/01/13
秋田県 （584） 秋田県立総合プール

・ 17 菊地　望希
常盤木学園

高１
   27.49 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
宮城県 （580） セントラルＧ２１プール

・ 8 高橋　実花
セントラル泉

中２
   27.50 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （579） セントラルＧ２１

・ 9 田中　寧々
ＪＳＳ盛岡

中３
   27.51 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季県予選タイムトライアル

2018/07/29
岩手県 （579） 盛岡市立総合プール

・ 18 柴崎ひなた
日大山形

高１
   27.51 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （579） 鶴岡市民プール

・ 19 三浦　晴菜
鶴岡東

高２
   27.54 H30田川地区高校総体水泳競技大会

2018/05/26
山形県 （577） 鶴岡市民プール
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・ 19 羽生麻里愛
郡山東

高１
   27.54 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/23
福島県 （577） 郡山しんきん開成山プール

・ 21 赤間　明希
秋田商業高校

高２
   27.56 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （575） 秋田県立総合プール

・ 22 渡会　日菜
鶴岡北

高１
   27.62 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （572） 鶴岡市民プール

・ 22 佐々木和音
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

高１
   27.62 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （572） 秋田県立総合プール

・ 10 加藤　　夕
ﾙﾈｻﾝｽ南光台

中３
   27.64 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （570） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 24 熊谷　菜那
盛岡第三

高１
   27.66 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
岩手県 （569） 盛岡市立総合プール

・ 1 髙橋　　凛
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

小６
   27.69 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （567） 秋田県立総合プール

・ 25 菅原　美紅
ＪＳＳ仙台

高３
   27.70 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （567） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 11 工藤　佳奈
ＪＳＳ南光台

中３
   27.71 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （566） セントラルＧ２１

・ 26 佐藤　　麗
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

高２
   27.74 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （564） 鶴岡市民プール

・ 12 菅井　悠香
国見ＳＣ

中１
   27.75 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （564） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 27 小嶋　優香
仙台向山

高１
   27.78 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
宮城県 （562） セントラルＧ２１プール

・ 13 西澤　七海
トップＳＳ

中３
   27.81 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （560） 盛岡市立総合プール

・ 28 安達　　光
郡山インター

高１
   27.82 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （559） ユラックス熱海

・ 29 工藤　真輝
ＪＳＳ仙台

高３
   27.85 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （558） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 14 庄司萌々華
ＪＳＳ南光台

中３
   27.85 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （558） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 30 髙橋　結生
山形中央

高１
   27.86 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （557） 鶴岡市民プール

・ 15 成田　　悠
ヤクルト東

中２
   27.88 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
青森県 （556） 盛岡市立総合プール

・ 16 大貫　愛花
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

中３
   27.89 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （555） 鶴岡市民プール

・ 2 松坂　星夏
天童ＳＳ

小６
   27.90 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （555） 酒田市光ケ丘プール

・ 3 工藤　夢桜
ＪＳＳ北上

小６
   27.92 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （553） 盛岡市立総合プール

・ 17 原子　奈優
ヤクルト東

中２
   27.97 第41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

2018/07/07
青森県 （550） 鯵ヶ沢町室内温水プール

・ 18 小松　茉緒
酒田四

中２
   28.06 平成３０年度 第４９回 飽海地区中学校新人総合体育大

2018/09/16
山形県 （545） 酒田市光ケ丘プール

・ 19 中村　璃音
ＪＳＳ北上

中１
   28.18 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （538） 盛岡市立総合プール

・ 4 渡辺　　杜
セントラル泉

小６
   28.20 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （537） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 5 菅原　向葵
ＪＳＳ盛岡

小６
   28.24 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （535） 盛岡市立総合プール

・ 6 盛　　唱實
ヤクルト東

小５
   28.26 2018年度第6回青森県水泳連盟AA級大会

2019/02/24
青森県 （534） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 6 和賀　　結
ＪＳＳ北上

小６
   28.26 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （534） 盛岡市立総合プール

・ 20 戸田　夏子
ＪＳＳ仙台

中２
   28.27 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （533） セントラルＧ２１

・ 8 齋藤　理子
SW大教二本松

小５
   28.34 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
福島県 （529） 東京・東京辰巳国際水泳場
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・ 21 増川　　綾
金井

中３
   28.36 平成３０年度　山形市中学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/16
山形県 （528） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 21 疋田きらり
鶴岡ＳＣ

中１
   28.36 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （528） 酒田市光ケ丘プール

・ 23 石井　胡春
城東

中２
   28.41 第54回秋田市中学校学年別水泳競技大会

2018/09/16
秋田県 （525） 秋田県立総合プール

・ 23 佐々木和笑
ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ

中３
   28.41 第45回 秋田市ジュニア選手強化水泳記録会

2018/12/02
秋田県 （525） 秋田県立総合プール

・ 25 堀　のぞみ
会津インター

中３
   28.45 第１３回　祓川杯

2018/09/30
福島県 （523） 福島ＳＳ保原

・ 9 石垣ひまわり
セントラル泉

小４
   28.46 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
宮城県 （523） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 26 阿部　里彩
ﾙﾈｻﾝｽ南光台

中２
   28.48 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （521） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 10 島扇　海生
マイティ米沢

小６
   28.51 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （520） 鶴岡市民プール

・ 27 小玉　志穂
秋田ＡＣ

中２
   28.51 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （520） 秋田県立総合プール

・ 28 佐々木葵菜
ヤクルト八戸

中３
   28.55 第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
青森県 （518） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

・ 28 岩越　稀星
ＰＡＷＳＣ

中１
   28.55 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （518） 盛岡市立総合プール

・ 30 真柄　結衣
ピュア仙南

中３
   28.57 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （516） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 30 後藤　理佐
酒田三

中２
   28.57 平成３０年度 第４９回 飽海地区中学校新人総合体育大

2018/09/16
山形県 （516） 酒田市光ケ丘プール

・ 11 小野寺胡桃
ＪＳＳ青山

小６
   28.65 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （512） 盛岡市立総合プール

・ 12 森崎安加里
セントラル泉

小６
   28.75 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
宮城県 （507） 鶴岡市民プール

・ 13 坂本まひる
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

小６
   28.87 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （501） 秋田県立総合プール

・ 14 近藤カエラ
秋田ＡＣ

小６
   28.89 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （499） 秋田県立総合プール

・ 15 片野　由菜
ウイング八戸

小６
   28.96 第41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

2018/11/10
青森県 （496） 鰺ケ沢町室内温水プール

・ 16 小林　華南
SW大教郡山

小５
   28.98 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （495） ユラックス熱海

・ 17 駿河　　藍
ＪＳＳ青山

小６
   29.06 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （491） 盛岡市立総合プール

・ 18 細野　桜花
ＪＳＳ盛岡

小６
   29.13 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （487） 盛岡市立総合プール

・ 19 鈴木　彩友
SW大教小名浜

小６
   29.20 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （484） 福島ＳＳ保原

・ 20 小笠原佳穂
ヤクルト東

小６
   29.22 第41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

2018/11/10
青森県 （483） 鰺ケ沢町室内温水プール

・ 21 羽生友里愛
郡山インターA

小６
   29.43 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （472） ユラックス熱海

・ 22 佐々木花梨
ＪＳＳ青山

小６
   29.61 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （464） 盛岡市立総合プール

・ 22 北村　友花
盛岡ＳＳ

小６
   29.61 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （464） 盛岡市立総合プール

・ 22 山崎　有紀
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

小６
   29.61 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （464） 盛岡市立総合プール

・ 25 佐藤　涼帆
ピュア大和

小４
   29.62 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
宮城県 （463） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 26 齋藤由依菜
アシスト

小６
   29.73 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/12
宮城県 （458） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 27 中野　柚希
ｻﾝﾌﾙﾄSC

小６
   29.74 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （458） 秋田県立総合プール
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・ 28 柏木　杏美
サガエＳＣ

小６
   29.77 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （456） 鶴岡市民プール

・ 29 角張　日向
ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ

小６
   29.80 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （455） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 30 村田　愛加
ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ

小４
   29.82 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
秋田県 （454） 東京・東京辰巳国際水泳場



女子 100m 自由形

順
位

高
校

中
学

学
童

氏　　　名
所　属

学年
記録 大会名

樹立日 備考
県　名 ＦＩＮＡポイント 会場

1 1 阿部なつき
ヤクルト東

高２
   55.96 2018年度第6回青森県水泳連盟AA級大会

2019/02/24
青森県 （738） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

2 2 加藤　優奈
日大山形

高１
   56.50 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （717） 鶴岡市民プール

3 3 木村　優香
東北

高２
   56.52 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
宮城県 （716） セントラルＧ２１プール

4 4 千葉すみれ
ＳＡ一関

高３
   56.92 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （701） 盛岡市立総合プール

4 4 及川　羽藍
不来方

高２
   56.92 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/30
岩手県 （701） 東京・東京辰巳国際水泳場

6 6 青塚　美澪
ユースポーツ

高２
   57.21 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （691） セントラルスポーツ宮城G21プール

7 1 長谷川葉月
WING五所川原

中２
   57.68 第45回津軽地区秋季水泳競技大会

2018/09/30
青森県 （674） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

8 7 中島千咲代
盛岡北高校

高２
   57.82 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （669） 盛岡市立総合プール

9 2 松浦　百愛
天童ＳＳ

中２
   57.91 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （666） 鶴岡市民プール

10 8 小松　奏笑
イトマン向山

高３
   58.04 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （661） セントラルＧ２１

11 9 千葉　美南
水沢ＳＣ

高２
   58.20 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （656） 盛岡市立総合プール

12 10 安達　　光
日大東北

高１
   58.57 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/23
福島県 （644） 郡山しんきん開成山プール

13 11 佐藤ゆずか
酒田光陵

高１
   58.58 第52回山形県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
山形県 （643） 鶴岡市民プール

14 澤田　有里
弘前大

大３
   58.61 第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
青森県 （642） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

15 3 和知良々夢
SW大教小名浜

中３
   58.66 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （641） 福島ＳＳ保原

16 12 柴崎ひなた
日大山形

高１
   58.67 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （640） 鶴岡市民プール

17 13 渡会　日菜
鶴岡ＳＣ

高１
   58.71 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （639） 鶴岡市民プール

18 14 今泉　沙彩
八戸工大一

高３
   58.78 第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/02
青森県 （637） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

18 14 菅原　美紅
ＪＳＳ仙台

高３
   58.78 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （637） セントラルスポーツ宮城G21プール

20 16 森　　巴泉
ＪＳＳ盛岡

高３
   58.86 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （634） 盛岡市立総合プール

・ 17 佐藤　　麗
日大山形

高２
   58.99 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
山形県 （630） 盛岡市立総合プール

・ 4 庄司萌々華
ＪＳＳ南光台

中３
   59.00 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （630） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 5 渡辺　　杏
セントラル泉

中２
   59.04 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （628） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 18 東海林のん
日大山形

高３
   59.13 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （625） 鶴岡市民プール

・ 19 菅野　凪紗
イトマン向山

高３
   59.14 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （625） セントラルＧ２１

・ 6 長岡　愛海
天童ＳＳ

中１
   59.20 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （623） 酒田市光ケ丘プール

・ 20 三浦　晴菜
鶴岡東

高２
   59.28 H30田川地区高校総体水泳競技大会

2018/05/26
山形県 （621） 鶴岡市民プール

・ 21 菊池紗矢香
ＪＳＳ北上

高２
   59.31 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （620） 盛岡市立総合プール

・ 三浦　梅香
東北学院大

大３
   59.33 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （619） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 7 高橋　実花
セントラル泉

中２
   59.33 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （619） セントラルスポーツ宮城G21プール
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・ 22 佐々木和音
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

高１
   59.34 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （619） 秋田県立総合プール

・ 23 松浦　心叶
日大山形

高２
   59.40 第52回山形県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
山形県 （617） 鶴岡市民プール

・ 24 髙梨由佳理
日大山形

高３
   59.48 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （614） 鶴岡市民プール

・ 25 大滝　萌心
九里学園

高１
   59.49 第52回山形県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
山形県 （614） 鶴岡市民プール

・ 26 菊池　采花
花巻ＳＦ

高１
   59.55 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （612） 盛岡市立総合プール

・ 8 山田　麗真
ヤクルト東

中２
   59.55 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （612） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 27 高橋菜々花
秋田ＡＣ大曲

高３
   59.59 第44回秋田市秋季クラブ対抗水泳競技大会

2018/11/11
秋田県 （611） 秋田県立総合プール

・ 28 尾﨑日向子
花巻東ＳＣ

高２
   59.60 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （611） 盛岡市立総合プール

・ 29 渡部　真子
ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ

高１
   59.64 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （609） セントラルＧ２１

・ 30 沢田　海音
秋田北

高２
   59.66 第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
秋田県 （609） 秋田県立総合プール

・ 9 篠原布納華
SW大教いわき

中１
   59.72 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （607） 福島ＳＳ保原

・ 10 工藤　佳奈
ＪＳＳ南光台

中３
   59.84 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
宮城県 （603） 盛岡市立総合プール

・ 11 野村　真滉
青森ヤクルト

中３
   59.85 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （603） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 12 菅井　悠香
国見ＳＣ

中１
   59.91 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （601） セントラルＧ２１

・ 13 加藤　　夕
ﾙﾈｻﾝｽ南光台

中３
 1:00.41 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱAA級夏季水泳競技大会

2018/07/08
宮城県 （586） セントラルスポーツ宮城G21プール（宮城県総合運動公

・ 14 堀江　栞緒
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

中１
 1:00.50 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （584） 秋田県立総合プール

・ 1 髙橋　　凛
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

小６
 1:00.53 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （583） 秋田県立総合プール

・ 15 大貫　愛花
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

中３
 1:00.59 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （581） 鶴岡市民プール

・ 16 千葉　彩佳
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

中２
 1:00.61 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （581） 盛岡市立総合プール

・ 17 秋山　栞名
SW大教二本松

中３
 1:00.63 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （580） 福島SS保原

・ 18 成田　　悠
ヤクルト東

中２
 1:00.67 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
青森県 （579） 盛岡市立総合プール

・ 19 安藤　琴音
セントラル泉

中３
 1:00.74 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （577） セントラルＧ２１

・ 20 二階堂明奈
ﾙﾈｻﾝｽ福島

中１
 1:00.87 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （573） 福島ＳＳ保原

・ 2 森崎安加里
セントラル泉

小６
 1:00.88 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （573） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 21 後藤　来未
酒田一

中２
 1:00.90 平成３０年度 第４９回 飽海地区中学校新人総合体育大

2018/09/16
山形県 （572） 酒田市光ケ丘プール

・ 22 佐々木葵菜
ヤクルト八戸

中３
 1:00.99 第６３回春季南部地方水泳競技選手権大会

2018/06/10
青森県 （570） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 23 小原希々颯
天童ＳＳ

中２
 1:01.00 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （570） 鶴岡市民プール

・ 24 小玉　志穂
秋田ＡＣ

中２
 1:01.04 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （568） 秋田県立総合プール

・ 3 近藤カエラ
秋田ＡＣ

小６
 1:01.11 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （567） 秋田県立総合プール

・ 25 戸田　夏子
ＪＳＳ仙台

中２
 1:01.13 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （566） セントラルＧ２１
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・ 26 増川　　綾
金井

中３
 1:01.18 平成３０年度　山形市中学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/17
山形県 （565） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 27 山村　碧姫
八戸東中

中１
 1:01.23 第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
青森県 （563） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 28 田中　寧々
ＪＳＳ盛岡

中３
 1:01.25 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （563） 盛岡市立総合プール

・ 4 坂本まひる
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

小６
 1:01.28 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （562） 秋田県立総合プール

・ 5 和賀　　結
ＪＳＳ北上

小６
 1:01.36 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （560） 盛岡市立総合プール

・ 29 長正明日翔
ﾙﾈｻﾝｽ福島

中３
 1:01.47 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （557） 郡山ユラックス熱海

・ 30 福田　明里
福岡中

中２
 1:01.48 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （556） 盛岡市立総合プール

・ 6 小笠原佳穂
ヤクルト東

小６
 1:01.52 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （555） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 7 渡辺　　杜
セントラル泉

小６
 1:02.25 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （536） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 8 片野　由菜
ウイング八戸

小６
 1:02.75 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （523） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 9 工藤　夢桜
ＪＳＳ北上

小６
 1:02.85 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （521） 盛岡市立総合プール

・ 10 島扇　海生
マイティ米沢

小６
 1:03.04 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （516） 鶴岡市民プール

・ 11 小林　華南
SW大教郡山

小５
 1:03.14 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
福島県 （514） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 12 盛　　唱實
ヤクルト東

小５
 1:03.30 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （510） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 13 小野寺胡桃
ＪＳＳ青山

小６
 1:03.62 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （502） 盛岡市立総合プール

・ 14 伊藤　晴日
ＫＳＧ東北

小６
 1:04.03 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （492） 鶴岡市民プール

・ 15 菅原　向葵
ＪＳＳ盛岡

小６
 1:04.05 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （492） 盛岡市立総合プール

・ 16 遠藤　咲来
マイティ米沢

小６
 1:04.06 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （492） 鶴岡市民プール

・ 17 佐々木花梨
ＪＳＳ青山

小６
 1:04.17 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （489） 盛岡市立総合プール

・ 18 髙橋　桜心
ＪＳＳ青山

小６
 1:04.41 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （484） 盛岡市立総合プール

・ 19 石垣ひまわり
セントラル泉

小４
 1:04.61 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
宮城県 （479） 鶴岡市民プール

・ 20 柏木　杏美
サガエＳＣ

小６
 1:04.85 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （474） 鶴岡市民プール

・ 21 池田　樹里
山形ＤＣ

小６
 1:04.88 第４１回 全国ＪＯＣジュニアオリンピック春季県予選

2019/01/27
山形県 （473） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 22 成田　琉杏
鰺ヶ沢ＳＣ

小６
 1:04.98 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （471） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 23 佐藤　夢那
ｽﾊﾟｰﾙｱｸｱ

小６
 1:05.25 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳

2019/01/27
山形県 （465） 酒田市光ケ丘プール

・ 24 伊藤　　葵
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

小６
 1:05.27 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （465） 鶴岡市民プール

・ 25 佐野　結衣
国見ＳＣ

小６
 1:05.30 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
宮城県 （464） 鶴岡市民プール

・ 26 齋藤由依菜
アシスト

小６
 1:05.32 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （464） セントラルＧ２１

・ 27 森　　琳葵
国見ＳＣ

小６
 1:05.35 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （463） セントラルＧ２１

・ 28 山崎　有紀
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

小６
 1:05.36 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （463） 盛岡市立総合プール
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・ 29 中村　智紗
会津インター

小６
 1:05.38 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （463） 福島ＳＳ保原

・ 30 三浦　美空
秋田ＡＣ

小５
 1:05.40 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （462） 秋田県立総合プール
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1 1 伊藤　理智
SW大教いわき

高３
 2:01.55 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/29
福島県 （749） 東京・東京辰巳国際水泳場

2 2 中島千咲代
盛岡北高校

高２
 2:02.61 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （730） 盛岡市立総合プール

3 3 千葉すみれ
ＳＡ一関

高３
 2:02.62 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （730） 盛岡市立総合プール

4 4 木村　優香
アシスト

高２
 2:03.21 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （719） セントラルスポーツ宮城G21プール

5 澤田　有里
弘前大

大３
 2:03.51 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （714） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

6 5 阿部なつき
ヤクルト東

高２
 2:03.60 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （713） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

7 6 青塚　美澪
常盤木学園

高２
 2:03.80 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （709） セントラルＧ２１プール

8 1 松浦　百愛
天童ＳＳ

中２
 2:04.59 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （696） 鶴岡市民プール

9 7 東海林のん
日大山形

高３
 2:04.94 平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26
山形県 （690） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

10 8 菅原　美紅
ＪＳＳ仙台

高３
 2:05.23 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （685） セントラルスポーツ宮城G21プール

11 9 加藤　優奈
天童ＳＳ

高１
 2:06.25 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （669） 鶴岡市民プール

11 9 及川　羽藍
不来方

高２
 2:06.25 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （669） 盛岡市立総合プール

13 11 髙梨由佳理
日大山形

高３
 2:06.41 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （666） 鶴岡市民プール

14 12 三浦　晴菜
鶴岡東

高２
 2:06.52 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
山形県 （664） 盛岡市立総合プール

15 13 柿崎　杏弥
秋田北

高２
 2:06.54 第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
秋田県 （664） 秋田県立総合プール

16 14 齋藤　実来
日大山形

高３
 2:06.55 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （664） 鶴岡市民プール

17 15 佐藤　　麗
日大山形

高２
 2:06.57 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
山形県 （664） 盛岡市立総合プール

18 16 柴崎ひなた
日大山形

高１
 2:06.66 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （662） 鶴岡市民プール

19 17 菅野　凪紗
イトマン向山

高３
 2:06.91 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （658） セントラルスポーツ宮城G21プール

20 18 菊池紗矢香
ＪＳＳ北上

高２
 2:06.98 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （657） 盛岡市立総合プール

・ 19 大塲　妃優
酒田光陵

高３
 2:07.14 平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
山形県 （655） 酒田市光ケ丘プール

・ 20 千葉　美南
水沢ＳＣ

高２
 2:07.18 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （654） 盛岡市立総合プール

・ 1 井上　葵陽
SW大教小名浜

小６
 2:07.20 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
福島県 （654） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 21 髙橋　結生
山形中央

高１
 2:07.26 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
山形県 （653） 盛岡市立総合プール

・ 22 尾﨑日向子
花巻東ＳＣ

高２
 2:07.27 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （653） 盛岡市立総合プール

・ 2 山田　麗真
ヤクルト東

中２
 2:07.28 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （653） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 3 高橋　実花
セントラル泉

中２
 2:07.54 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （649） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 23 菊田　真生
安積黎明

高２
 2:07.60 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/23
福島県 （648） 郡山しんきん開成山プール

・ 24 高橋菜々花
秋田ＡＣ大曲

高３
 2:07.65 第44回秋田市秋季クラブ対抗水泳競技大会

2018/11/11
秋田県 （647） 秋田県立総合プール

・ 4 和知良々夢
SW大教小名浜

中３
 2:07.78 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （645） 郡山ユラックス熱海
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・ 5 庄司萌々華
ＪＳＳ南光台

中３
 2:07.81 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （645） セントラルＧ２１

・ 25 堀田実桜花
アシスト

高３
 2:08.20 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （639） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 26 渡会　日菜
鶴岡北

高１
 2:08.25 第52回山形県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
山形県 （638） 鶴岡市民プール

・ 27 佐々木和音
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

高１
 2:08.30 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （637） 秋田県立総合プール

・ 28 木村　優希
ＳＡ五所川原

高１
 2:08.53 第41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

2018/07/07
青森県 （634） 鯵ヶ沢町室内温水プール

・ 29 本間　美優
日大山形

高１
 2:08.84 第52回山形県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
山形県 （629） 鶴岡市民プール

・ 30 我妻　汐音
東北

高２
 2:08.94 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （628） セントラルＧ２１プール

・ 6 茂庭　侑里
小松笑泳塾

中２
 2:09.33 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （622） セントラルＧ２１

・ 7 篠原布納華
SW大教いわき

中１
 2:09.40 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （621） 福島ＳＳ保原

・ 8 折笠　衣純
ユースポーツ

中２
 2:09.65 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （617） セントラルＧ２１

・ 9 長谷川葉月
WING五所川原

中２
 2:09.71 第45回津軽地区秋季水泳競技大会

2018/09/30
青森県 （617） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 2 近藤カエラ
秋田ＡＣ

小６
 2:09.72 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （616） 秋田県立総合プール

・ 10 木口　真優
セントラル泉

中３
 2:10.21 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （609） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 11 野村　真滉
三内

中３
 2:10.47 第53回青森市内春季高等学校水泳競技大会

2018/05/27
青森県 （606） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 12 大貫　愛花
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

中３
 2:10.84 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （601） 鶴岡市民プール

・ 13 山村　碧姫
ウイング八戸

中１
 2:10.88 第41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

2018/11/10
青森県 （600） 鰺ケ沢町室内温水プール

・ 3 小笠原佳穂
ヤクルト東

小６
 2:10.92 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （600） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 4 和賀　　結
ＪＳＳ北上

小６
 2:11.13 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （597） 盛岡市立総合プール

・ 14 長正明日翔
ﾙﾈｻﾝｽ福島

中３
 2:11.33 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （594） 福島SS保原

・ 15 大村　心優
ピュア仙南

中３
 2:11.76 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （588） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 15 小倉　佑奈
秋田ＳＳ

中２
 2:11.76 第41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

2019/01/13
秋田県 （588） 秋田県立総合プール

・ 17 井出　　麗
アシスト

中２
 2:11.80 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （588） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 18 菅井　悠香
国見ＳＣ

中１
 2:11.84 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （587） セントラルＧ２１

・ 19 角田　莉緒
SW大教郡山

中１
 2:11.85 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （587） 郡山ユラックス熱海

・ 20 佐藤　明香
ヤクルト八戸

中３
 2:11.88 第41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

2018/07/07
青森県 （587） 鯵ヶ沢町室内温水プール

・ 21 成田　　悠
ヤクルト東

中２
 2:11.91 第41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

2018/11/10
青森県 （586） 鰺ケ沢町室内温水プール

・ 22 千葉　彩佳
福岡

中２
 2:12.02 第１６回森山水泳競技大会

2018/12/09
岩手県 （585） 森山総合公園生涯スポーツセンター温水プール

・ 5 坂本まひる
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

小６
 2:12.20 第41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

2019/01/13
秋田県 （582） 秋田県立総合プール

・ 23 佐々木葵菜
ヤクルト八戸

中３
 2:12.22 第41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

2018/07/07
青森県 （582） 鯵ヶ沢町室内温水プール

・ 6 片野　由菜
ウイング八戸

小６
 2:12.30 2018年度第6回青森県水泳連盟AA級大会

2019/02/24
青森県 （581） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館
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・ 24 安藤　琴音
セントラル泉

中３
 2:12.33 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （581） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 25 細島　佳穂
ＪＳＳ仙台

中１
 2:12.42 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （579） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 26 山元　結心
城東

中１
 2:12.60 第34回秋田県中学校秋季水泳競技大会

2018/09/01
秋田県 （577） 秋田県立総合プール

・ 27 高松　美緒
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

中２
 2:12.75 第41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

2018/11/10
青森県 （575） 鰺ケ沢町室内温水プール

・ 28 髙山　未有
鶴岡ＳＣ

中３
 2:12.92 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （573） 鶴岡市民プール

・ 29 佐藤　心愛
酒田水泳教室

中２
 2:13.09 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （571） 鶴岡市民プール

・ 30 疋田きらり
鶴岡ＳＣ

中１
 2:13.28 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （568） 鶴岡市民プール

・ 7 遠藤　咲来
マイティ米沢

小６
 2:16.38 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （530） 鶴岡市民プール

・ 8 髙橋　　凛
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

小６
 2:16.59 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （528） 秋田県立総合プール

・ 9 髙橋　桜心
ＪＳＳ青山

小６
 2:16.80 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （526） 盛岡市立総合プール

・ 10 池田　樹里
山形ＤＣ

小６
 2:16.97 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （524） 鶴岡市民プール

・ 11 齋藤由依菜
アシスト

小６
 2:17.58 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （517） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 12 髙橋寿々花
SW大教郡山北

小６
 2:17.99 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （512） 福島SS保原

・ 13 渡辺　　杜
セントラル泉

小６
 2:18.48 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （507） セントラルＧ２１

・ 14 安野　　憧
鶴岡ＳＣ

小６
 2:18.63 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （505） 鶴岡市民プール

・ 15 島扇　海生
マイティ米沢

小６
 2:18.78 第４１回 全国ＪＯＣジュニアオリンピック春季県予選

2019/01/27
山形県 （503） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 16 伊藤　　葵
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

小６
 2:18.85 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （503） 鶴岡市民プール

・ 17 中村　智紗
会津インター

小６
 2:19.48 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （496） 福島ＳＳ保原

・ 18 中嶋　寧音
大館ＳＳ

小６
 2:20.11 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （489） 秋田県立総合プール

・ 19 船越　心花
酒田水泳教室

小６
 2:20.17 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （488） 酒田市光ケ丘プール

・ 20 田中　心美
青森ヤクルト

小６
 2:20.38 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （486） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 21 古川　美空
SW大教郡山北

小５
 2:21.03 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （480） 福島ＳＳ保原

・ 22 山崎　一檎
SW大教郡山北

小５
 2:21.08 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （479） 福島ＳＳ保原

・ 23 前田　望羽
ＳＡ一関

小６
 2:21.33 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （477） 盛岡市立総合プール

・ 24 佐藤　　皐
ｽﾊﾟｰﾙｱｸｱ

小６
 2:21.81 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （472） 鶴岡市民プール

・ 25 成田由佳里
ヤクルト東

小６
 2:22.33 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （467） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 26 柏木　杏美
サガエＳＣ

小６
 2:22.34 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （466） 鶴岡市民プール

・ 27 山田　日愛
大館ＳＳ

小６
 2:22.56 第44回秋田市秋季クラブ対抗水泳競技大会

2018/11/11
秋田県 （464） 秋田県立総合プール

・ 28 小野寺愛乃
水沢ＳＣ

小５
 2:22.62 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （464） 盛岡市立総合プール

・ 29 髙橋　　桃
ウイング八戸

小５
 2:23.08 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （459） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館
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酒田水泳教室

小５
 2:23.36 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳

2019/01/27
山形県 （457） 酒田市光ケ丘プール
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1 1 中島千咲代
ＪＳＳ盛岡

高２
 4:14.91 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （773） 盛岡市立総合プール

2 2 伊藤　理智
SW大教いわき

高３
 4:16.17 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
福島県 （761） 東京・東京辰巳国際水泳場

3 澤田　有里
弘前大

大３
 4:22.62 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （707） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

4 3 関　　琴音
天童ＳＳ

高１
 4:23.78 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （697） 鶴岡市民プール

5 4 堀田実桜花
アシスト

高３
 4:24.43 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （692） セントラルスポーツ宮城G21プール

6 5 菅野　凪紗
イトマン向山

高３
 4:25.69 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （682） セントラルスポーツ宮城G21プール

7 6 大塲　妃優
酒田光陵

高３
 4:26.28 平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
山形県 （678） 酒田市光ケ丘プール

8 7 齋藤　実来
日大山形

高３
 4:26.51 平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26
山形県 （676） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

9 8 木村　優希
五所川原工業

高１
 4:27.24 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
青森県 （671） 盛岡市立総合プール

10 9 今泉　沙彩
八戸工大一高

高３
 4:27.30 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （670） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

11 1 折笠　衣純
ユースポーツ

中２
 4:27.31 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （670） セントラルＧ２１

12 2 庄司萌々華
ＪＳＳ南光台

中３
 4:27.33 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （670） セントラルＧ２１

13 田代　絢乃
東北福祉大

大１
 4:27.57 第７回北部学生春季公認記録会

2018/05/13
宮城県 （668） セントラルスポーツ宮城G２１プール

14 10 千葉あんな
ＳＡ一関

高１
 4:27.88 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （666） 盛岡市立総合プール

15 11 東海林のん
日大山形

高３
 4:27.98 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （665） 鶴岡市民プール

16 12 戸田　怜奈
磐城桜が丘

高２
 4:29.05 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
福島県 （657） 盛岡市立総合プール

17 13 本間　美優
日大山形

高１
 4:29.06 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
山形県 （657） 盛岡市立総合プール

18 14 那須　玲奈
一関第二

高１
 4:29.39 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
岩手県 （655） 盛岡市立総合プール

19 15 佐藤　夏希
鶴岡ＳＣ

高２
 4:30.28 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （648） 鶴岡市民プール

20 3 茂庭　侑里
小松笑泳塾

中２
 4:30.50 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （647） セントラルＧ２１

・ 16 佐藤　　麗
日大山形

高２
 4:31.57 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （639） 鶴岡市民プール

・ 4 山田　麗真
ヤクルト東

中２
 4:31.97 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
青森県 （636） 盛岡市立総合プール

・ 17 尾﨑日向子
花巻東ＳＣ

高２
 4:32.72 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （631） 盛岡市立総合プール

・ 18 芳賀由佳里
福島SS保原

高３
 4:32.86 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （630） 福島SS保原

・ 18 三浦　晴菜
鶴岡ＳＣ

高２
 4:32.86 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （630） 鶴岡市民プール

・ 5 小原希々颯
天童ＳＳ

中２
 4:33.05 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （629） 鶴岡市民プール

・ 20 菊池紗矢香
ＪＳＳ北上

高２
 4:33.19 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （628） 盛岡市立総合プール

・ 6 小倉　佑奈
秋田ＳＳ

中２
 4:33.73 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （624） 秋田県立総合プール

・ 21 渡部　　渚
利府

高１
 4:33.93 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
宮城県 （623） セントラルＧ２１プール

・ 22 稲垣　乃愛
ユースポーツ

高２
 4:34.49 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （619） セントラルスポーツ宮城G21プール
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・ 7 高橋　実花
セントラル泉

中２
 4:34.55 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （618） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 8 吉川　綾那
ＳＡむつ

中２
 4:34.84 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （616） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 23 千葉　栞奈
水沢ＳＣ

高３
 4:34.93 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （616） 盛岡市立総合プール

・ 24 杉渕　新菜
秋田北

高２
 4:35.11 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （615） 秋田県立総合プール

・ 9 山村　碧姫
ウイング八戸

中１
 4:35.18 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （614） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 10 髙山　未有
鶴岡三

中３
 4:35.41 第４９回　田川地区中体連総合体育大会水泳競技大会

2018/06/17
山形県 （613） 鶴岡市民プール

・ 25 柿崎　杏弥
秋田北

高２
 4:35.47 第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
秋田県 （612） 秋田県立総合プール

・ 26 髙橋　結生
山形中央

高１
 4:35.58 平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26
山形県 （611） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 11 長正明日翔
ﾙﾈｻﾝｽ福島

中３
 4:35.88 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （609） 郡山ユラックス熱海

・ 12 井出　　麗
アシスト

中２
 4:36.02 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
宮城県 （609） 鶴岡市民プール

・ 27 小林　礼佳
郡山東

高１
 4:36.27 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
福島県 （607） 郡山しんきん開成山プール

・ 28 高橋　瑠佳
ザベリオ

高１
 4:36.50 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
福島県 （605） 郡山しんきん開成山プール

・ 29 齋藤　遥奈
日大山形

高１
 4:36.58 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
山形県 （605） 盛岡市立総合プール

・ 13 佐藤　明香
ヤクルト八戸

中３
 4:36.59 第41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

2018/07/08
青森県 （605） 鯵ヶ沢町室内温水プール

・ 30 伊藤　　楓
仙台二華

高１
 4:36.98 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
宮城県 （602） セントラルＧ２１プール

・ 14 佐藤　心愛
酒田一

中２
 4:37.30 平成３０年度 飽海地区中学校総合体育大会 水泳競技大

2018/06/17
山形県 （600） 酒田市光ケ丘プール

・ 15 大倉　愛梨
酒田水泳教室

中１
 4:37.58 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （598） 酒田市光ケ丘プール

・ 16 小笠原菜花
ヤクルト東

中３
 4:37.70 第41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

2018/07/08
青森県 （598） 鯵ヶ沢町室内温水プール

・ 17 髙橋　美羽
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

中２
 4:37.85 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （597） 鶴岡市民プール

・ 18 角田　莉緒
SW大教郡山

中１
 4:39.24 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （588） 郡山ユラックス熱海

・ 19 泉　　華子
ｻﾝﾌﾙﾄSC

中１
 4:39.50 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
秋田県 （586） 鶴岡市民プール

・ 20 髙橋　海鈴
鶴岡四

中３
 4:39.80 第４９回　田川地区中体連総合体育大会水泳競技大会

2018/06/17
山形県 （584） 鶴岡市民プール

・ 21 細島　佳穂
ＪＳＳ仙台

中１
 4:40.06 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （583） セントラルＧ２１

・ 22 山元　結心
城東

中１
 4:40.41 第34回秋田県中学校秋季水泳競技大会

2018/09/02
秋田県 （580） 秋田県立総合プール

・ 23 浅沼　芽依
ＪＳＳ盛岡

中３
 4:40.84 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （578） 盛岡市立総合プール

・ 24 岩崎　美穂
ライブ将監

中３
 4:41.29 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （575） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 25 大村　心優
ピュア仙南

中３
 4:41.67 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （573） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 25 小笠原佳音
大館ＳＳ

中１
 4:41.67 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （573） 秋田県立総合プール

・ 27 小幡　瑞葵
秋田ＳＳ

中１
 4:41.76 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （572） 秋田県立総合プール

・ 28 阿部　　洸
SA相馬

中２
 4:41.78 第３０回（2018年度）福島県春季室内選手権水泳競技大

2018/04/22
福島県 （572） 郡山ユラックス熱海



女子 400m 自由形

順
位

高
校

中
学

学
童

氏　　　名
所　属

学年
記録 大会名

樹立日 備考
県　名 ＦＩＮＡポイント 会場

・ 29 武山　千夏
ＳＡ佐沼

中３
 4:42.17 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （570） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 30 成田　　悠
ヤクルト東

中２
 4:42.46 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （568） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 30 鍋島　　凜
サガエＳＣ

中１
 4:42.46 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （568） 酒田市光ケ丘プール

・ 1 遠藤　咲来
マイティ米沢

小６
 4:47.04 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （541） 鶴岡市民プール

・ 2 中村　智紗
日新館ＳＳ

小６
 4:49.84 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （526） ユラックス熱海

・ 3 田中　心美
青森ヤクルト

小６
 4:50.30 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （523） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 4 成田　琉杏
鰺ヶ沢ＳＣ

小６
 4:52.55 第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
青森県 （511） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 5 船越　心花
酒田水泳教室

小６
 5:01.04 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （469） 鶴岡市民プール

・ 6 山田　日愛
大館ＳＳ

小６
 5:02.30 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （463） 秋田県立総合プール

・ 7 山本　舞桜
ヤクルト弘前

小６
 5:10.25 第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
青森県 （428） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 8 伊藤　紗英
ＳＡむつ

小５
 5:10.95 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （425） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 9 斉藤　天音
青森ヤクルト

小６
 5:11.29 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （424） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 10 山本　小花
セントラル泉

小６
 5:12.02 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （421） セントラルＧ２１

・ 11 新田　楓夏
ＳＡむつ

小５
 5:12.43 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （419） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 12 藤原　慧美
ＳＡむつ

小６
 5:13.42 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （416） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 13 岩田　莉歩
仙台SS清水沼

小６
 5:23.62 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （377） セントラルＧ２１

・ 14 須藤　　菫
ゆうえい館

小６
 5:26.17 第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
青森県 （369） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館
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1 1 中島千咲代
盛岡北高校

高２
 8:41.98 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （774） 盛岡市立総合プール

2 2 大塲　妃優
酒田光陵

高３
 9:00.46 平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
山形県 （697） 酒田市光ケ丘プール

3 3 堀田実桜花
アシスト

高３
 9:02.75 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/26
宮城県 （688） セントラルスポーツ宮城G21プール

4 1 折笠　衣純
ユースポーツ

中２
 9:06.65 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/06/30
宮城県 （674） セントラルスポーツ宮城G21プール

5 田代　絢乃
東北福祉大

大１
 9:07.66 第７回北部学生春季公認記録会

2018/05/13
宮城県 （670） セントラルスポーツ宮城G２１プール

6 4 関　　琴音
日大山形

高１
 9:07.92 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （669） 鶴岡市民プール

7 2 橋本　優心
SW大教郡山北

中２
 9:19.76 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （627） 福島ＳＳ保原

8 5 田代　　光
酒田光陵

高３
 9:21.52 平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
山形県 （622） 酒田市光ケ丘プール

9 6 千葉あんな
ＳＡ一関

高１
 9:21.79 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （621） 盛岡市立総合プール

10 3 小倉　佑奈
秋田ＳＳ

中２
 9:22.85 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （617） 秋田県立総合プール

11 7 芳賀由佳里
福島SS保原

高３
 9:23.46 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （615） 福島SS保原

12 8 本間　美優
日大山形

高１
 9:24.85 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （611） 鶴岡市民プール

13 4 髙山　未有
鶴岡ＳＣ

中３
 9:27.54 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （602） 鶴岡市民プール

14 9 那須　玲奈
ＳＡ一関

高１
 9:28.48 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （599） 盛岡市立総合プール

15 10 齋藤　遥奈
山形ＳＣ

高１
 9:28.83 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （598） 鶴岡市民プール

16 11 渡部　真子
ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ

高１
 9:29.55 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （596） セントラルＧ２１

17 5 泉　　華子
ｻﾝﾌﾙﾄSC

中１
 9:30.13 第45回 秋田市ジュニア選手強化水泳記録会

2018/12/02
秋田県 （594） 秋田県立総合プール

18 12 杉渕　新菜
秋田北

高２
 9:30.72 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （592） 秋田県立総合プール

19 6 小幡　瑞葵
秋田ＳＳ

中１
 9:31.06 第41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

2019/01/13
秋田県 （591） 秋田県立総合プール

20 13 小池　　和
鶴岡北

高３
 9:31.19 H30田川地区高校総体水泳競技大会

2018/05/26
山形県 （591） 鶴岡市民プール

・ 7 大倉　愛梨
酒田水泳教室

中１
 9:31.29 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳

2019/01/27
山形県 （590） 酒田市光ケ丘プール

・ 14 伊藤　　楓
セントラル泉

高１
 9:33.10 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/12
宮城県 （585） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 8 浅沼　芽依
ＪＳＳ盛岡

中３
 9:33.15 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （584） 盛岡市立総合プール

・ 15 楢舘　和音
八戸工大一

高１
 9:33.97 第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/02
青森県 （582） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 9 茂庭　侑里
小松笑泳塾

中２
 9:33.97 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/06/30
宮城県 （582） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 10 武山　千夏
ＳＡ佐沼

中３
 9:35.14 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/26
宮城県 （578） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 11 岩崎　美穂
ライブ将監

中３
 9:35.52 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/26
宮城県 （577） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 16 小野　　雅
鶴岡ＳＣ

高１
 9:35.67 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （577） 鶴岡市民プール

・ 17 村越　春奈
SW大教郡山北

高３
 9:36.29 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （575） 福島SS保原

・ 18 小笠原愛華
大館ＳＳ

高２
 9:36.31 第44回秋田市秋季クラブ対抗水泳競技大会

2018/11/11
秋田県 （575） 秋田県立総合プール
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・ 19 村主　愛実
水沢ＳＣ

高１
 9:36.73 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （574） 盛岡市立総合プール

・ 12 髙橋　美羽
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

中２
 9:37.11 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （573） 鶴岡市民プール

・ 13 安藤　琴音
セントラル泉

中３
 9:37.31 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/12
宮城県 （572） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 14 小笠原佳音
大館東

中１
 9:38.00 第34回秋田県中学校秋季水泳競技大会

2018/09/01
秋田県 （570） 秋田県立総合プール

・ 20 北原　楓夏
SW大教二本松

高２
 9:38.26 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （569） 福島SS保原

・ 21 村上　菜穂
イトマン向山

高２
 9:39.10 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （567） セントラルＧ２１

・ 15 佐藤　心愛
酒田水泳教室

中２
 9:39.27 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （566） 鶴岡市民プール

・ 16 大村　心優
ピュア仙南

中３
 9:39.62 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/12
宮城県 （565） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 22 斎藤　美月
SW大教二本松

高１
 9:40.13 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （564） 福島SS保原

・ 23 高橋　杏奈
東北

高１
 9:41.98 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （558） セントラルＧ２１プール

・ 24 尾﨑日向子
花巻東ＳＣ

高２
 9:42.33 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （557） 盛岡市立総合プール

・ 17 小野　佳香
鰺ヶ沢ＳＣ

中１
 9:42.41 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （557） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 25 沢尻　雛乃
八戸工大一

高３
 9:42.77 第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/02
青森県 （556） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 26 吉田　花穂
ＪＳＳ青山

高３
 9:43.58 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （554） 盛岡市立総合プール

・ 27 髙清水美紅
大館鳳鳴

高１
 9:43.99 第50回秋田県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
秋田県 （552） 秋田県立総合プール

・ 18 角田　莉緒
SW大教郡山

中１
 9:44.15 第３０回（2018年度）福島県春季室内選手権水泳競技大

2018/04/22
福島県 （552） 郡山ユラックス熱海

・ 19 池田亜紅愛
ｽﾊﾟｰﾙｱｸｱ

中２
 9:44.31 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （552） 鶴岡市民プール

・ 28 武田　愛佳
SW大教郡山北

高３
 9:44.45 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （551） 福島SS保原

・ 20 金崎　らん
ヤクルト八戸

中２
 9:45.11 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （549） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 21 滝村　璃子
ＪＳＳ盛岡

中１
 9:45.15 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （549） 盛岡市立総合プール

・ 22 山口ありす
SW大教郡山北

中１
 9:45.54 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （548） 福島SS保原

・ 29 石川　優花
九里学園

高３
 9:45.65 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （548） 鶴岡市民プール

・ 23 佐藤　美月
鶴岡ＳＣ

中１
 9:46.13 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （546） 鶴岡市民プール

・ 30 菊地　芽唯
秋田ＡＣ

高３
 9:46.21 第44回秋田市秋季クラブ対抗水泳競技大会

2018/11/11
秋田県 （546） 秋田県立総合プール

・ 24 川村　　舞
ＪＳＳ盛岡

中２
 9:46.85 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （544） 盛岡市立総合プール

・ 25 楢舘　寿音
ウイング八戸

中２
 9:48.77 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （539） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 26 鍋島　　凜
サガエＳＣ

中１
 9:49.34 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （538） 鶴岡市民プール

・ 1 遠藤　咲来
マイティ米沢

小６
 9:50.19 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （535） 鶴岡市民プール

・ 27 芳賀みの里
SW大教郡山

中３
 9:50.20 第３０回（2018年度）福島県春季室内選手権水泳競技大

2018/04/22
福島県 （535） 郡山ユラックス熱海

・ 28 細島　佳穂
ＪＳＳ仙台

中１
 9:51.33 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （532） セントラルＧ２１
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・ 29 尾﨑萌々子
花巻東ＳＣ

中２
 9:54.32 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （524） 盛岡市立総合プール

・ 30 石垣　咲羽
酒田六

中１
 9:57.23 平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
山形県 （517） 酒田市光ケ丘プール

・ 2 成田　琉杏
鰺ヶ沢ＳＣ

小６
10:03.74 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （500） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 3 山本　舞桜
ヤクルト弘前

小６
10:20.58 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （460） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ
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1 1 大塲　妃優
酒田水泳教室

高３
17:35.38 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （661） 鶴岡市民プール

2 2 田代　　光
酒田水泳教室

高３
18:26.39 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （574） 鶴岡市民プール

3 1 尾形　綺音
マイティ米沢

中３
19:11.73 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （509） 鶴岡市民プール
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1 1 長岡　愛海
天童ＳＳ

中１
   28.67 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （717） 鶴岡市民プール

2 1 青塚　美澪
常盤木学園

高２
   28.70 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （715） セントラルＧ２１プール

3 2 工藤　佳奈
ＪＳＳ南光台

中３
   28.92 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （699） セントラルスポーツ宮城G21プール

4 2 西田　涼花
ピュア大和

高３
   29.04 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （690） セントラルスポーツ宮城G21プール

5 3 沢田　海音
秋田ＡＣ

高２
   29.06 第41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

2019/01/13
秋田県 （689） 秋田県立総合プール

6 3 長谷川葉月
WING五所川原

中２
   29.37 2018年度第5回青森県水泳連盟AA級大会

2018/11/11
青森県 （667） 鰺ケ沢町室内温水プール

7 1 松坂　星夏
天童ＳＳ

小６
   29.62 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （650） 鶴岡市民プール

8 4 村上　結莉
ＪＳＳ青山

中２
   29.64 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （649） 盛岡市立総合プール

9 4 小野寺彩華
ＰＡＷＳＣ

高２
   29.67 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （647） 盛岡市立総合プール

10 5 伊藤　　鈴
東北

高３
   29.69 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （646） セントラルスポーツ宮城G21プール

11 6 山崎　桃子
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

高１
   29.77 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （641） 盛岡市立総合プール

12 7 松浦　心叶
日大山形

高２
   29.83 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （637） 鶴岡市民プール

12 7 澁谷　夏未
鰺ヶ沢ＳＣ

高２
   29.83 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （637） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

14 5 渡辺　　杏
セントラル泉

中２
   29.96 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
宮城県 （629） 鶴岡市民プール

15 石澤　七海
仙台大

大３
   30.09 第７回北部学生春季公認記録会

2018/05/13
宮城県 （620） セントラルスポーツ宮城G２１プール

16 9 山本　紗香
山形ＳＣ

高１
   30.18 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （615） 鶴岡市民プール

17 10 秋山　水葵
福島SS保原

高３
   30.28 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （609） 福島SS保原

17 2 森崎安加里
セントラル泉

小６
   30.28 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
宮城県 （609） 東京・東京辰巳国際水泳場

19 11 髙橋　恵子
羽黒

高２
   30.34 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （605） 鶴岡市民プール

20 12 澤村　凪紗
郡山南ｲﾝﾀｰ

高３
   30.39 第３０回（2018年度）福島県春季室内選手権水泳競技大

2018/04/22
福島県 （602） 郡山ユラックス熱海

・ 3 山崎　有紀
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

小６
   30.55 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （593） 盛岡市立総合プール

・ 13 吉田　花穂
ＪＳＳ青山

高３
   30.63 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （588） 盛岡市立総合プール

・ 14 伊藤　美月
青森山田

高１
   30.66 平成30年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （586） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 15 阿部なつき
ヤクルト東

高２
   30.67 第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
青森県 （586） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 6 山口　千乃
山形ＤＣ

中３
   30.77 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （580） 鶴岡市民プール

・ 16 坪田　愛生
八工大一高

高２
   30.82 第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
青森県 （577） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 17 千坂　遥南
多賀城

高２
   30.83 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （577） セントラルＧ２１プール

・ 4 工藤　夢桜
ＪＳＳ北上

小６
   30.89 第４１回全国ＪＯＣカップ春季県予選タイムトライアル

2019/01/27
岩手県 （573） 盛岡市立総合プール

・ 18 黒井みいな
聖霊

高３
   30.91 第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
秋田県 （572） 秋田県立総合プール

・ 19 駒木　千夏
利府

高２
   31.04 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （565） セントラルＧ２１プール
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・ 19 高橋　奈央
コナミ北上

高２
   31.04 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （565） 盛岡市立総合プール

・ 21 菊地　望希
イトマン向山

高１
   31.05 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （565） セントラルＧ２１

・ 7 松村　優香
ＳＡ一関

中２
   31.15 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （559） 盛岡市立総合プール

・ 8 原子　奈優
ヤクルト東

中２
   31.19 第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
青森県 （557） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

・ 22 佐藤　結子
秋田北

高１
   31.19 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （557） 秋田県立総合プール

・ 23 西里　春奈
盛岡南高校

高１
   31.29 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （552） 盛岡市立総合プール

・ 24 深田みずな
大曲

高２
   31.31 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （551） 秋田県立総合プール

・ 25 佐藤　夏希
鶴岡北

高２
   31.33 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （550） 鶴岡市民プール

・ 9 昆野　和佳
ＪＳＳ北上

中３
   31.36 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （548） 盛岡市立総合プール

・ 26 高橋　杏実
水沢ＳＣ

高３
   31.41 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （545） 盛岡市立総合プール

・ 5 加藤　美音
セントラル泉

小４
   31.45 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
宮城県 （543） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 27 長谷川玲央奈
秋田南

高２
   31.46 第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
秋田県 （543） 秋田県立総合プール

・ 10 増子　結香
日新館ＳＳ

中３
   31.47 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （542） 福島SS保原

・ 11 村田　萌生
ＪＳＳ青山

中１
   31.48 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （542） 盛岡市立総合プール

・ 12 高橋　　翼
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中１
   31.50 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （541） 秋田県立総合プール

・ 13 野村　真滉
青森ヤクルト

中３
   31.57 第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
青森県 （537） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

・ 14 高松　美緒
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

中２
   31.62 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （535） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 28 及川　羽藍
不来方

高２
   31.74 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （529） 盛岡市立総合プール

・ 29 櫻井　梨乃
利府

高１
   31.75 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （528） セントラルＧ２１プール

・ 15 及川菜々恵
ＳＡ一関

中２
   31.82 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （525） 盛岡市立総合プール

・ 30 西裏　結羽
花巻東高校

高２
   31.86 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （523） 盛岡市立総合プール

・ 16 伊藤　千織
GSM尾花沢

中２
   32.04 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （514） 鶴岡市民プール

・ 6 小瀬川花音
ＪＳＳ盛岡

小６
   32.12 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
岩手県 （510） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 17 山田　麗真
ヤクルト東

中２
   32.20 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （506） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 7 小林　華南
SW大教郡山

小５
   32.20 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （506） ユラックス熱海

・ 18 八鍬　佑月
Ｗｅスポ新庄

中３
   32.30 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （501） 鶴岡市民プール

・ 19 遠藤　　凜
サガエＳＣ

中２
   32.31 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （501） 鶴岡市民プール

・ 8 照井　　晴
ＪＳＳ北上

小６
   32.35 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （499） 盛岡市立総合プール

・ 20 浅利　夕蘭
ヤクルト弘前

中１
   32.40 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （497） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 21 松田　橙子
国見ＳＣ

中１
   32.48 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
宮城県 （493） 鶴岡市民プール
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・ 22 佐藤　蒼依
ｽﾊﾟｰﾙｱｸｱ

中１
   32.56 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （490） 鶴岡市民プール

・ 23 豊川　蓮音
ピュア仙南

中１
   32.58 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （489） セントラルＧ２１

・ 24 山下　歩莉
ヤクルト八戸

中３
   32.61 第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
青森県 （487） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 9 齋藤　理子
SW大教二本松

小５
   32.63 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （486） 福島SS保原

・ 25 髙﨑萌々恵
秋田ＡＣ大曲

中２
   32.64 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （486） 秋田県立総合プール

・ 26 唐土　愛生
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

中１
   32.73 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （482） 秋田県立総合プール

・ 27 西井　彩華
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

中３
   32.75 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （481） 秋田県立総合プール

・ 28 佐藤まとい
GSM尾花沢

中２
   32.76 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （481） 鶴岡市民プール

・ 29 高野あかね
ﾙﾈｻﾝｽ福島

中１
   32.78 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （480） 福島SS保原

・ 30 出町　未結
青森ヤクルト

中３
   32.84 第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
青森県 （477） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

・ 10 菊田　萌華
ピュア多賀城

小５
   32.88 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （475） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 11 白幡　昊子
ニスポ仙台南

小５
   32.97 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （471） セントラルＧ２１

・ 12 菅原　向葵
ＪＳＳ盛岡

小６
   33.12 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （465） 盛岡市立総合プール

・ 12 伊藤　晴日
ＫＳＧ東北

小６
   33.12 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （465） 鶴岡市民プール

・ 12 片野　由菜
ｳｲﾝｸﾞ八戸

小６
   33.12 第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
青森県 （465） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 15 伊藤　愛実
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

小６
   33.15 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （464） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 16 島扇　海生
マイティ米沢

小６
   33.25 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （460） 鶴岡市民プール

・ 17 小笠原佳穂
ヤクルト東

小６
   33.27 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （459） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 18 髙木　杏夏
ﾙﾈｻﾝｽ福島

小６
   33.33 第１３回　祓川杯

2018/09/30
福島県 （456） 福島ＳＳ保原

・ 19 髙橋　桜心
ＪＳＳ青山

小６
   33.36 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （455） 盛岡市立総合プール

・ 20 古川　杏実
花巻ＳＦ

小６
   33.44 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （452） 盛岡市立総合プール

・ 21 奥山　杏音
グートＳＣ

小５
   33.45 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （451） 鶴岡市民プール

・ 22 讃岐　結月
酒田水泳教室

小６
   33.59 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳

2019/01/27
山形県 （446） 酒田市光ケ丘プール

・ 23 石川　直生
SW大教郡山北

小６
   33.64 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （444） 福島ＳＳ保原

・ 24 長岡　海涼
天童ＳＳ

小５
   33.77 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （439） 鶴岡市民プール

・ 25 伊藤　晴日
藤崎小

小６
   33.87 平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
山形県 （435） 酒田市光ケ丘プール

・ 26 鈴木　美翔
秋田ＡＣ

小６
   33.90 第45回 秋田市ジュニア選手強化水泳記録会

2018/12/02
秋田県 （434） 秋田県立総合プール

・ 26 佐藤碧由奈
水沢ＳＣ

小５
   33.90 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （434） 盛岡市立総合プール

・ 28 成田由佳里
ヤクルト東

小６
   33.94 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （432） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 29 渡辺　愛理
山形ＳＣ

小６
   34.01 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （429） 鶴岡市民プール
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・ 30 久木　朱璃
天童ＳＳ

小６
   34.03 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （429） 鶴岡市民プール
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1 1 青塚　美澪
常盤木学園

高２
 1:00.63 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
宮城県 （747） セントラルＧ２１プール

2 1 長岡　愛海
天童ＳＳ

中１
 1:00.80 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/30
山形県 （741） 東京・東京辰巳国際水泳場

3 2 伊藤　　鈴
東北

高３
 1:02.21 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （692） セントラルスポーツ宮城G21プール

4 3 沢田　海音
秋田ＡＣ

高２
 1:02.30 第41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

2019/01/13
秋田県 （689） 秋田県立総合プール

5 4 安達　　光
日大東北

高１
 1:02.46 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/23
福島県 （683） 郡山しんきん開成山プール

6 5 斉藤　優衣
青森

高３
 1:02.67 第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/03
青森県 （677） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

7 6 澤村　凪紗
郡山南ｲﾝﾀｰ

高３
 1:03.15 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （661） 郡山ユラックス熱海

8 7 西田　涼花
ピュア大和

高３
 1:03.22 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （659） セントラルスポーツ宮城G21プール

9 2 長谷川葉月
WING五所川原

中２
 1:03.44 第７回冨田重次郎杯水泳競技大会

2018/09/02
青森県 （652） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

10 8 松浦　心叶
天童ＳＳ

高２
 1:03.45 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （652） 鶴岡市民プール

11 3 木口　真優
セントラル泉

中３
 1:03.50 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （650） セントラルスポーツ宮城G21プール

12 4 工藤　佳奈
ＪＳＳ南光台

中３
 1:03.52 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱAA級夏季水泳競技大会

2018/07/08
宮城県 （650） セントラルスポーツ宮城G21プール（宮城県総合運動公

13 9 小野寺彩華
不来方

高２
 1:03.58 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
岩手県 （648） 盛岡市立総合プール

14 酒井みなみ
東北学院大

大４
 1:03.63 第７回北部学生春季公認記録会

2018/05/13
宮城県 （646） セントラルスポーツ宮城G２１プール

14 5 村上　結莉
ＪＳＳ青山

中２
 1:03.63 第４１回全国ＪＯＣカップ春季県予選タイムトライアル

2019/01/27
岩手県 （646） 盛岡市立総合プール

16 10 石川　芽生
鶴岡ＳＣ

高３
 1:03.89 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （638） 鶴岡市民プール

17 11 吉田　花穂
盛岡南高校

高３
 1:04.03 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季県予選タイムトライアル

2018/07/29
岩手県 （634） 盛岡市立総合プール

18 12 山本　紗香
山形商業

高１
 1:04.10 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
山形県 （632） 盛岡市立総合プール

19 13 坪田　愛生
八戸工大一

高２
 1:04.20 第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/02
青森県 （629） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

20 石澤　七海
仙台大

大３
 1:04.60 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （618） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 14 阿部なつき
ヤクルト東

高２
 1:04.77 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （613） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 15 山崎　桃子
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

高１
 1:04.91 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （609） 盛岡市立総合プール

・ 16 伊藤　美月
青森山田

高１
 1:05.13 第58回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （603） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 17 高橋　奈央
コナミ北上

高２
 1:05.18 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （601） 盛岡市立総合プール

・ 6 山口　千乃
山形ＤＣ

中３
 1:05.21 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （600） 鶴岡市民プール

・ 7 小野　真愛
山形九

中３
 1:05.33 平成３０年度　山形市中学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/17
山形県 （597） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 18 西里　春奈
ＪＳＳ青山

高１
 1:05.53 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （592） 盛岡市立総合プール

・ 1 森崎安加里
セントラル泉

小６
 1:05.54 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
宮城県 （591） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 19 黒井みいな
聖霊

高３
 1:05.67 第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
秋田県 （588） 秋田県立総合プール

・ 20 千坂　遥南
多賀城

高２
 1:05.76 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
宮城県 （586） セントラルＧ２１プール
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・ 21 土井　実莉
小松笑泳塾

高１
 1:05.87 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （583） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 8 野村　真滉
青森ヤクルト

中３
 1:05.90 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （582） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 22 秋山　水葵
福島SS保原

高３
 1:05.98 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （580） 福島SS保原

・ 23 斎藤　美月
福島成蹊

高１
 1:06.27 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/23
福島県 （572） 郡山しんきん開成山プール

・ 24 駒木　千夏
小松笑泳塾

高２
 1:06.38 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （569） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 25 阿部　あい
青森山田

高３
 1:06.54 第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/03
青森県 （565） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 26 澁谷　夏未
鰺ヶ沢ＳＣ

高２
 1:06.56 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （565） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 27 伊藤　亜蓮
東北

高１
 1:06.58 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
宮城県 （564） セントラルＧ２１プール

・ 27 髙橋　恵子
ＫＳＧ東北

高２
 1:06.58 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （564） 鶴岡市民プール

・ 2 山崎　有紀
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

小６
 1:06.62 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
岩手県 （563） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 29 佐藤　夏香
福島成蹊

高１
 1:06.67 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/23
福島県 （562） 郡山しんきん開成山プール

・ 9 松村　優香
ＳＡ一関

中２
 1:06.67 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （562） 盛岡市立総合プール

・ 10 島田ひかる
長井ＳＣ

中３
 1:06.68 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （562） 鶴岡市民プール

・ 11 後藤　来未
ＫＳＧ東北

中２
 1:06.71 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （561） 鶴岡市民プール

・ 30 長谷川玲央奈
秋田南

高２
 1:06.76 第50回秋田県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
秋田県 （560） 秋田県立総合プール

・ 12 増子　結香
日新館ＳＳ

中３
 1:07.06 第３０回（2018年度）福島県春季室内選手権水泳競技大

2018/04/22
福島県 （552） 郡山ユラックス熱海

・ 13 高橋　　翼
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中１
 1:07.08 平成30年度第2回秋田県記録会

2019/01/13
秋田県 （552） 秋田県立総合プール

・ 14 佐藤　　結
ﾌﾟﾙﾐｴ

中３
 1:07.20 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （549） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 14 昆野　和佳
ＪＳＳ北上

中３
 1:07.20 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （549） 盛岡市立総合プール

・ 16 村田　萌生
ＪＳＳ青山

中１
 1:07.26 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （547） 盛岡市立総合プール

・ 17 山下　歩莉
ヤクルト八戸

中３
 1:07.40 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （544） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 18 及川菜々恵
ＳＡ一関

中２
 1:07.56 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （540） 盛岡市立総合プール

・ 19 小林　　澪
SW大教郡山

中３
 1:07.63 第３０回（2018年度）福島県春季室内選手権水泳競技大

2018/04/22
福島県 （538） 郡山ユラックス熱海

・ 20 中山　桃乃
青森南

中３
 1:07.75 第53回青森市内春季高等学校水泳競技大会

2018/05/27
青森県 （535） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 21 浅利　夕蘭
ヤクルト弘前

中１
 1:08.04 第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
青森県 （529） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 22 松田　橙子
国見ＳＣ

中１
 1:08.30 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （523） セントラルＧ２１

・ 23 原子　奈優
ヤクルト東

中２
 1:08.36 第41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

2018/07/08
青森県 （521） 鯵ヶ沢町室内温水プール

・ 24 小玉　志穂
桜

中２
 1:08.61 第34回秋田県中学校秋季水泳競技大会

2018/09/02
秋田県 （515） 秋田県立総合プール

・ 25 髙橋　優芽
国見ＳＣ

中２
 1:08.67 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （514） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 3 菊田　萌華
ピュア多賀城

小５
 1:08.74 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （513） セントラルＧ２１
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・ 26 上村　彩夏
城東

中２
 1:08.75 第54回秋田市中学校学年別水泳競技大会

2018/09/16
秋田県 （512） 秋田県立総合プール

・ 27 大井　愛生
SA相馬

中２
 1:08.89 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （509） 福島SS保原

・ 28 髙橋　海鈴
鶴岡ＳＣ

中３
 1:08.94 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （508） 鶴岡市民プール

・ 4 工藤　夢桜
ＪＳＳ北上

小６
 1:08.97 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （507） 盛岡市立総合プール

・ 29 遠藤佳奈子
仙台SS清水沼

中１
 1:09.03 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （506） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 30 遠藤　　凜
サガエＳＣ

中２
 1:09.05 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （506） 鶴岡市民プール

・ 5 小林　華南
SW大教郡山

小５
 1:09.60 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （494） 郡山ユラックス熱海

・ 6 白幡　昊子
ニスポ仙台南

小５
 1:10.03 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （485） セントラルＧ２１

・ 7 加藤　美音
セントラル泉

小４
 1:10.16 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （482） セントラルＧ２１

・ 8 小笠原佳穂
ヤクルト東

小６
 1:10.82 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （469） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 9 伊藤　晴日
ＫＳＧ東北

小６
 1:10.96 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （466） 鶴岡市民プール

・ 10 照井　　晴
ＪＳＳ北上

小６
 1:11.55 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （454） 盛岡市立総合プール

・ 11 古川　杏実
花巻ＳＦ

小６
 1:11.58 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （454） 盛岡市立総合プール

・ 12 伊藤　愛実
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

小６
 1:11.84 第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
青森県 （449） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 13 蓬田　虹美
郡山南ｲﾝﾀｰ

小５
 1:12.17 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （443） ユラックス熱海

・ 14 小瀬川花音
ＪＳＳ盛岡

小６
 1:12.27 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （441） 盛岡市立総合プール

・ 14 吉田りりあ
ひらかわSC

小６
 1:12.27 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （441） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 16 髙橋　桜心
ＪＳＳ青山

小６
 1:12.61 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （435） 盛岡市立総合プール

・ 17 奥山　杏音
グートＳＣ

小５
 1:12.82 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （431） 鶴岡市民プール

・ 18 入倉　優空
郡山インター

小６
 1:13.16 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （425） ユラックス熱海

・ 19 鈴木　美翔
秋田ＡＣ

小６
 1:13.58 第44回秋田市秋季クラブ対抗水泳競技大会

2018/11/11
秋田県 （418） 秋田県立総合プール

・ 20 渡辺　愛理
山形ＳＣ

小６
 1:13.76 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （415） 鶴岡市民プール

・ 21 酒井　亜友
鶴岡ＳＣ

小６
 1:13.77 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （415） 鶴岡市民プール

・ 22 深瀬　　唯
ｾﾝﾄﾗﾙ福島

小６
 1:13.81 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （414） 福島ＳＳ保原

・ 22 瀧澤　千尋
ＳＡ一関

小６
 1:13.81 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （414） 盛岡市立総合プール

・ 24 島扇　海生
マイティ米沢

小６
 1:13.89 第４１回 全国ＪＯＣジュニアオリンピック春季県予選

2019/01/27
山形県 （413） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 25 内藤穂々花
日新館ＳＳ

小６
 1:14.29 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （406） ユラックス熱海

・ 26 石川　直生
SW大教郡山北

小６
 1:14.30 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （406） 郡山ユラックス熱海

・ 27 久木　朱璃
天童ＳＳ

小６
 1:14.31 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （406） 鶴岡市民プール

・ 28 北村　友花
盛岡ＳＳ

小６
 1:15.06 第１３回西和賀町水泳協会　会長杯記録会

2018/10/07
岩手県 （394） 西和賀町湯本屋内温水プール
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・ 29 髙橋帆乃佳
ＪＳＳ盛岡

小６
 1:15.47 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （387） 盛岡市立総合プール

・ 30 清野　琴心
国見ＳＣ

小６
 1:15.52 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （386） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 30 佐藤碧由奈
水沢ＳＣ

小５
 1:15.52 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （386） 盛岡市立総合プール
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1 1 青塚　美澪
ユースポーツ

高２
 2:11.63 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （743） セントラルスポーツ宮城G21プール

2 2 安達　　光
日大東北

高１
 2:13.34 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
福島県 （714） 郡山しんきん開成山プール

3 1 長岡　愛海
天童ＳＳ

中１
 2:14.36 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/29
山形県 （698） 東京・東京辰巳国際水泳場

4 3 大和茉里亜
秋田ＡＣ

高３
 2:14.60 第41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

2019/01/13
秋田県 （695） 秋田県立総合プール

5 4 沢田　海音
秋田ＡＣ

高２
 2:15.06 第41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

2019/01/13
秋田県 （687） 秋田県立総合プール

6 2 木口　真優
セントラル泉

中３
 2:15.25 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （685） セントラルスポーツ宮城G21プール

7 5 石川　芽生
鶴岡ＳＣ

高３
 2:16.37 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （668） 鶴岡市民プール

8 6 坪田　愛生
八戸工大一高

高２
 2:16.40 第41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

2018/07/07
青森県 （667） 鯵ヶ沢町室内温水プール

9 7 斉藤　優衣
青森

高３
 2:16.69 第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/02
青森県 （663） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

10 8 澤村　凪紗
郡山南ｲﾝﾀｰ

高３
 2:16.78 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （662） 郡山ユラックス熱海

11 9 小野寺彩華
不来方

高２
 2:17.50 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
岩手県 （652） 盛岡市立総合プール

12 10 吉田　花穂
ＪＳＳ青山

高３
 2:17.64 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （650） 盛岡市立総合プール

13 11 伊藤　　鈴
東北

高３
 2:18.40 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （639） セントラルスポーツ宮城G21プール

14 3 工藤　佳奈
ＪＳＳ南光台

中３
 2:18.61 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （636） セントラルスポーツ宮城G21プール

15 12 松浦　心叶
日大山形

高２
 2:18.67 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （635） 鶴岡市民プール

16 4 村田　萌生
ＪＳＳ青山

中１
 2:19.22 第４１回全国ＪＯＣカップ春季県予選タイムトライアル

2019/01/27
岩手県 （628） 盛岡市立総合プール

17 13 高橋　奈央
コナミ北上

高２
 2:19.25 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （627） 盛岡市立総合プール

18 14 山本　紗香
山形商業

高１
 2:19.35 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
山形県 （626） 盛岡市立総合プール

19 5 村上　結莉
ＪＳＳ青山

中２
 2:19.36 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （626） 盛岡市立総合プール

20 6 長谷川葉月
WING五所川原

中２
 2:19.53 第43回津軽地区春季水泳競技大会

2018/05/27
青森県 （623） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 酒井みなみ
東北学院大

大４
 2:19.71 第７回北部学生春季公認記録会

2018/05/13
宮城県 （621） セントラルスポーツ宮城G２１プール

・ 15 山崎　桃子
HMSC

高１
 2:20.55 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （610） 盛岡市立総合プール

・ 16 千坂　遥南
多賀城

高２
 2:20.91 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
宮城県 （605） セントラルＧ２１プール

・ 17 土井　実莉
利府

高１
 2:21.02 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
宮城県 （604） セントラルＧ２１プール

・ 18 伊藤　美月
青森山田

高１
 2:21.62 第58回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

2018/09/22
青森県 （596） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 7 松村　優香
ＳＡ一関

中２
 2:21.91 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （593） 盛岡市立総合プール

・ 19 佐藤　恵都
山形城北

高３
 2:21.94 平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26
山形県 （592） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 20 佐藤　夏希
鶴岡ＳＣ

高２
 2:22.04 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳

2019/01/27
山形県 （591） 酒田市光ケ丘プール

・ 21 深田みずな
大曲

高２
 2:22.27 第50回秋田県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
秋田県 （588） 秋田県立総合プール

・ 22 木村　優希
ＳＡ五所川原

高１
 2:22.55 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （585） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ
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・ 8 小野　真愛
ヤマザワ

中３
 2:22.63 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （584） 鶴岡市民プール

・ 23 西里　春奈
盛岡南高校

高１
 2:22.85 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （581） 盛岡市立総合プール

・ 9 菊地　智与
ユースポーツ

中３
 2:22.92 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （580） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 10 及川菜々恵
ＳＡ一関

中２
 2:23.42 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （574） 盛岡市立総合プール

・ 11 小林　　澪
SW大教郡山

中３
 2:23.43 第３０回（2018年度）福島県春季室内選手権水泳競技大

2018/04/22
福島県 （574） 郡山ユラックス熱海

・ 24 秋山　水葵
福島SS保原

高３
 2:23.71 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （571） 福島SS保原

・ 12 山口　千乃
山形ＤＣ

中３
 2:23.81 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （569） 鶴岡市民プール

・ 13 島田ひかる
長井ＳＣ

中３
 2:24.19 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （565） 鶴岡市民プール

・ 25 長谷川玲央奈
秋田南

高２
 2:24.51 第50回秋田県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
秋田県 （561） 秋田県立総合プール

・ 14 高橋　　翼
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中１
 2:24.53 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （561） 秋田県立総合プール

・ 15 佐藤　　結
ﾌﾟﾙﾐｴ

中３
 2:24.61 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （560） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 26 佐藤　結子
秋田北

高１
 2:24.85 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
秋田県 （557） 盛岡市立総合プール

・ 16 髙橋　海鈴
鶴岡四

中３
 2:24.93 第４９回　田川地区中体連総合体育大会水泳競技大会

2018/06/17
山形県 （556） 鶴岡市民プール

・ 17 片平　莉乃
ピュア多賀城

中２
 2:25.00 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （555） セントラルＧ２１

・ 1 山崎　有紀
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

小６
 2:25.02 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （555） 盛岡市立総合プール

・ 27 大塲　妃優
酒田水泳教室

高３
 2:25.07 ２０１８年 山形県短水路庄内地区記録会

2018/06/02
山形県 （555） 酒田市光ケ丘プール

・ 18 中山　桃乃
青森南

中３
 2:25.14 第53回青森市内春季高等学校水泳競技大会

2018/05/27
青森県 （554） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 19 大井　愛生
SA相馬

中２
 2:25.24 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
福島県 （553） 鶴岡市民プール

・ 28 髙世　愛夏
山形ＳＣ

高１
 2:25.65 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （548） 鶴岡市民プール

・ 20 浅利　夕蘭
ヤクルト弘前

中１
 2:25.71 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （547） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 29 太田　　唯
弘前南

高３
 2:25.78 第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/02
青森県 （547） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 21 髙橋　優芽
国見ＳＣ

中２
 2:25.91 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （545） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 22 昆野　和佳
ＪＳＳ北上

中３
 2:25.98 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （544） 盛岡市立総合プール

・ 23 増子　結香
日新館ＳＳ

中３
 2:26.06 第３０回（2018年度）福島県春季室内選手権水泳競技大

2018/04/22
福島県 （543） 郡山ユラックス熱海

・ 2 菊田　萌華
ピュア多賀城

小５
 2:26.15 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （542） セントラルＧ２１

・ 30 佐藤　夏香
福島成蹊

高１
 2:26.39 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
福島県 （540） 郡山しんきん開成山プール

・ 24 遠藤　　凜
サガエＳＣ

中２
 2:26.64 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （537） 鶴岡市民プール

・ 25 山下　歩莉
ヤクルト八戸

中３
 2:27.22 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （531） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 26 髙﨑萌々恵
秋田ＡＣ大曲

中２
 2:27.48 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （528） 秋田県立総合プール

・ 27 村上　　綾
水沢ＳＣ

中３
 2:27.70 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （526） 盛岡市立総合プール
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・ 28 佐藤　美月
鶴岡三

中１
 2:27.85 第４９回田川地区中体連新人水泳競技大会

2018/09/16
山形県 （524） 鶴岡市民プール

・ 29 小玉　志穂
桜

中２
 2:27.89 第34回秋田県中学校秋季水泳競技大会

2018/09/01
秋田県 （524） 秋田県立総合プール

・ 30 会津　春菜
郡山南ｲﾝﾀｰ

中３
 2:28.22 第３０回（2018年度）福島県春季室内選手権水泳競技大

2018/04/22
福島県 （520） 郡山ユラックス熱海

・ 3 加藤　美音
セントラル泉

小４
 2:30.92 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （493） セントラルＧ２１

・ 4 蓬田　虹美
郡山南ｲﾝﾀｰ

小５
 2:33.74 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （466） ユラックス熱海

・ 5 瀧澤　千尋
ＳＡ一関

小６
 2:36.18 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （444） 盛岡市立総合プール

・ 6 古川　杏実
花巻ＳＦ

小６
 2:37.81 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （431） 盛岡市立総合プール

・ 7 伊藤　愛実
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

小６
 2:38.31 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （427） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 8 伊藤　　葵
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

小６
 2:38.60 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （424） 酒田市光ケ丘プール

・ 9 鈴木　美翔
秋田ＡＣ

小６
 2:40.96 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （406） 秋田県立総合プール

・ 10 須藤　月渚
ヤクルト弘前

小６
 2:41.29 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （403） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 11 山本　舞桜
ヤクルト弘前

小６
 2:41.70 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （400） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 12 伊藤　心和
willsc

小６
 2:43.82 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （385） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 13 深瀬　　唯
ｾﾝﾄﾗﾙ福島

小６
 2:43.88 第１３回　祓川杯

2018/09/30
福島県 （385） 福島ＳＳ保原

・ 14 藤原　慧美
ＳＡむつ

小６
 2:44.24 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （382） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 15 内藤穂々花
日新館ＳＳ

小６
 2:44.63 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （379） ユラックス熱海

・ 16 片倉愛里彩
ｾﾝﾄﾗﾙ北仙台

小６
 2:45.19 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （376） セントラルＧ２１

・ 17 伊藤　紗英
ＳＡむつ

小５
 2:47.85 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （358） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 18 髙橋　　花
ウイング八戸

小６
 2:48.60 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （353） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 19 須藤　　菫
ゆうえい館

小６
 2:52.06 第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
青森県 （332） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 20 八木橋明里紗
ヤクルト弘前

小６
 2:54.15 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （320） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 21 佐々木愛永
青森ヤクルト

小４
 2:58.46 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （298） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 22 横山菜々瀬
青森ヤクルト

小５
 3:00.61 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （287） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館
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1 三上　華海
盛岡ＳＳ

大３
   32.70 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季県予選タイムトライアル

2018/07/29
岩手県 （666） 盛岡市立総合プール

2 1 佐藤真由子
秋田北

高２
   32.92 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （652） 秋田県立総合プール

3 2 瀬川　結理
ＳＡ一関

高１
   33.18 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （637） 盛岡市立総合プール

4 1 宮﨑　夢乃
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中２
   33.22 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （635） 秋田県立総合プール

5 3 赤間　明希
秋田商業

高２
   33.33 第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
秋田県 （629） 秋田県立総合プール

6 4 浅沼　蒼い
ＰＡＷＳＣ

高１
   33.44 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （622） 盛岡市立総合プール

7 2 千葉　彩佳
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

中２
   33.49 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （620） 盛岡市立総合プール

8 5 千葉すみれ
ＳＡ一関

高３
   33.62 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （613） 盛岡市立総合プール

9 6 山田　　彩
青森南

高２
   33.71 平成30年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （608） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

10 7 東條　真奈
ＪＳＳ盛岡

高２
   33.76 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （605） 盛岡市立総合プール

11 3 石川　晴花
ＳＡ佐沼

中１
   33.81 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （602） セントラルＧ２１

12 4 早坂　永亜
酒田水泳教室

中３
   33.88 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （599） 鶴岡市民プール

13 5 山田　麗真
ヤクルト東

中２
   34.00 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （592） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

14 1 細野　桜花
ＪＳＳ盛岡

小６
   34.25 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （579） 盛岡市立総合プール

15 8 宮﨑　海乃
秋田北

高３
   34.27 第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
秋田県 （578） 秋田県立総合プール

16 6 堀江　栞緒
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

中１
   34.32 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （576） 秋田県立総合プール

17 9 阿部なつき
青森

高２
   34.33 平成30年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （575） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

18 10 嶋崎　美鈴
ｾﾝﾄﾗﾙ土崎

高２
   34.43 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （570） 秋田県立総合プール

19 11 渡部　　渚
アシスト

高１
   34.51 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （566） セントラルＧ２１

20 12 高橋　麗那
コナミ北上

高３
   34.54 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （565） 盛岡市立総合プール

・ 7 曲山　陽菜
ウィン福島

中３
   34.55 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （564） 福島SS保原

・ 13 大川　　和
東奥義塾

高１
   34.57 平成30年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （563） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 2 照井　　晴
ＪＳＳ北上

小６
   34.60 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （562） 盛岡市立総合プール

・ 3 坂本まひる
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

小６
   34.80 平成30年度第2回秋田県記録会

2019/01/13
秋田県 （552） 秋田県立総合プール

・ 8 千葉　彩佳
福岡MSC

中２
   34.84 第１３回西和賀町水泳協会　会長杯記録会

2018/10/07
岩手県 （550） 西和賀町湯本屋内温水プール

・ 14 加藤　優奈
日大山形

高１
   34.88 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （548） 鶴岡市民プール

・ 15 佐々木柚那
ＪＳＳ北上

高３
   34.95 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （545） 盛岡市立総合プール

・ 4 駿河　　藍
ＪＳＳ青山

小６
   34.96 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （545） 盛岡市立総合プール

・ 9 中村　璃音
ＪＳＳ北上

中１
   35.00 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （543） 盛岡市立総合プール

・ 16 菊地　夢乃
天童ＳＳ

高３
   35.20 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （534） 鶴岡市民プール
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・ 10 福岡　　碧
青森ヤクルト

中２
   35.33 第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
青森県 （528） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 17 安藤かんな
ﾌﾟﾙﾐｴ

高２
   35.47 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （522） セントラルＧ２１

・ 5 小笠原佳穂
ヤクルト東

小６
   35.48 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （521） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 11 中村　里和
ジーラックSC

中３
   35.52 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （519） 郡山ユラックス熱海

・ 6 寺島　香凜
山形ＳＣ

小６
   35.56 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （518） 酒田市光ケ丘プール

・ 12 二宮　さえ
ＪＳＳ南光台

中２
   35.60 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （516） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 18 佐藤ゆずか
酒田光陵

高１
   35.61 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （515） 鶴岡市民プール

・ 19 野田　妃華
釜石高

高１
   35.69 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （512） 盛岡市立総合プール

・ 20 中村　麻菜
青森南

高２
   35.73 平成30年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （510） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 21 金光　清香
ｳｲﾝｸﾞ十和田

高１
   35.78 第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
青森県 （508） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 22 佐藤　夏希
鶴岡北

高２
   35.80 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （507） 鶴岡市民プール

・ 23 渡会　日菜
鶴岡北

高１
   35.82 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （506） 鶴岡市民プール

・ 24 三浦　晴菜
鶴岡東

高２
   35.84 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （506） 鶴岡市民プール

・ 25 今野うらら
利府

高２
   35.94 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （501） セントラルＧ２１プール

・ 26 本間　　雅
山形ＳＣ

高２
   35.95 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （501） 鶴岡市民プール

・ 27 山本　未有
ヤクルト東

高１
   35.98 第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
青森県 （500） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 28 千田　恭子
ＪＳＳ北上

高２
   36.00 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （499） 盛岡市立総合プール

・ 28 山本　珠璃
水沢ＳＣ

高１
   36.00 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （499） 盛岡市立総合プール

・ 7 日地谷胡花
福島SS保原

小６
   36.03 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （498） 福島ＳＳ保原

・ 13 種市　　葵
ヤクルト東

中２
   36.06 第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
青森県 （496） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 14 松岡　奈優
酒田水泳教室

中１
   36.10 ２０１８年 山形県短水路庄内地区記録会

2018/06/02
山形県 （495） 酒田市光ケ丘プール

・ 15 半沢　光彩
ＳＡ一関

中１
   36.15 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （493） 盛岡市立総合プール

・ 8 森崎安加里
セントラル泉

小６
   36.25 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （489） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 30 及川　羽藍
不来方

高２
   36.27 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （488） 盛岡市立総合プール

・ 16 小野　朋香
鰺ヶ沢ＳＣ

中１
   36.30 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （487） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 9 工藤　夢桜
ＪＳＳ北上

小６
   36.33 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （485） 盛岡市立総合プール

・ 17 安達　　愛
サガエＳＣ

中２
   36.35 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （485） 鶴岡市民プール

・ 10 佐藤　凛愛
酒田水泳教室

小６
   36.40 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （483） 鶴岡市民プール

・ 18 森山　遥月
ヤクルト東

中１
   36.41 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （482） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 19 大和田結奈
ｾﾝﾄﾗﾙ北仙台

中２
   36.51 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （478） セントラルＧ２１
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・ 20 佐藤　　結
コナミ北上

中３
   36.53 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （477） 盛岡市立総合プール

・ 21 川崎　結愛
SW大教いわき

中１
   36.56 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （476） 福島ＳＳ保原

・ 22 猪股　愛希
GSM尾花沢

中２
   36.57 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （476） 鶴岡市民プール

・ 11 石垣ひまわり
セントラル泉

小４
   36.57 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
宮城県 （476） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 23 大川　和紗
ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ

中１
   36.65 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （473） 秋田県立総合プール

・ 12 武田　恵音
仙台SS南小泉

小６
   36.66 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （472） セントラルＧ２１

・ 24 川村　　舞
ＪＳＳ盛岡

中２
   36.71 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （470） 盛岡市立総合プール

・ 25 高松　美緒
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

中２
   36.73 第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
青森県 （470） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 26 佐々木千夏
ﾌﾟﾙﾐｴ

中１
   36.75 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （469） セントラルＧ２１

・ 13 佐藤　　雫
酒田水泳教室

小６
   36.84 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （465） 鶴岡市民プール

・ 27 佐藤うらら
酒田水泳教室

中２
   37.02 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （459） 酒田市光ケ丘プール

・ 28 我妻　里莉
マイティ米沢

中３
   37.03 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （458） 鶴岡市民プール

・ 14 冨岡　蓮乃
盛岡ＳＳ

小５
   37.04 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （458） 盛岡市立総合プール

・ 29 後藤　美紀
アクア庄内

中１
   37.06 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （457） 鶴岡市民プール

・ 15 佐藤　凛愛
松陵小

小６
   37.17 平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
山形県 （453） 酒田市光ケ丘プール

・ 30 村上　芽衣
国見ＳＣ

中２
   37.21 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （452） セントラルＧ２１

・ 16 佐々木玲那
ｻﾝﾌﾙﾄSC

小５
   37.35 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （447） 秋田県立総合プール

・ 17 瀧澤　千尋
ＳＡ一関

小６
   37.38 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （446） 盛岡市立総合プール

・ 17 武田　璃子
会津インター

小５
   37.38 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （446） 福島ＳＳ保原

・ 19 三浦　愛莉
二戸ＳＳ

小５
   37.48 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （442） 盛岡市立総合プール

・ 20 船水　菜月
ＪＳＳ盛岡

小６
   37.55 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （439） 盛岡市立総合プール

・ 21 石川　紗生
SW大教郡山北

小６
   37.87 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （428） 福島ＳＳ保原

・ 22 森　　琳葵
国見ＳＣ

小６
   37.95 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （426） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 23 長岡　海涼
天童ＳＳ

小５
   38.12 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （420） 鶴岡市民プール

・ 24 大原　梨桜
秋田ＡＣ

小６
   38.21 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （417） 秋田県立総合プール

・ 25 菊池　桃和
ＳＡ一関

小４
   38.33 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （413） 盛岡市立総合プール

・ 26 渡邊　　杏
ﾋﾟｭｱ福島南

小６
   38.38 第１３回　祓川杯

2018/09/30
福島県 （412） 福島ＳＳ保原

・ 27 山田　七楓
ヤクルト八戸

小４
   38.39 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （411） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 28 國松　由依
山形ＳＣ

小６
   38.51 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （407） 鶴岡市民プール

・ 29 新田　楓夏
ＳＡむつ

小５
   38.54 第41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

2018/11/10
青森県 （406） 鰺ケ沢町室内温水プール
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・ 30 古瀬　氷色
GSM尾花沢

小５
   38.55 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （406） 鶴岡市民プール
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1 1 佐藤真由子
秋田北

高２
 1:09.76 第50回秋田県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
秋田県 （714） 秋田県立総合プール

2 2 田村　汐音
セントラル泉

高２
 1:10.25 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （699） セントラルスポーツ宮城G21プール

3 3 東條　真奈
ＪＳＳ盛岡

高２
 1:10.88 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季県予選タイムトライアル

2018/07/29
岩手県 （681） 盛岡市立総合プール

4 4 菅家　綾美
日大東北

高１
 1:10.89 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/23
福島県 （680） 郡山しんきん開成山プール

5 5 赤間　明希
秋田商業高校

高２
 1:10.97 平成30年度第2回秋田県記録会

2019/01/13
秋田県 （678） 秋田県立総合プール

6 1 宮﨑　夢乃
秋田東

中２
 1:11.00 第34回秋田県中学校秋季水泳競技大会

2018/09/02
秋田県 （677） 秋田県立総合プール

7 2 千葉　彩佳
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

中２
 1:11.18 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （672） 盛岡市立総合プール

8 6 山田　　彩
青森ヤクルト

高２
 1:11.35 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （667） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

9 7 大川　　和
ひらかわSC

高１
 1:11.53 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （662） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

10 8 千葉すみれ
ＳＡ一関

高３
 1:11.60 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （660） 盛岡市立総合プール

11 三上　華海
盛岡ＳＳ

大３
 1:11.61 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （660） 盛岡市立総合プール

12 9 浅沼　蒼い
盛岡南

高１
 1:11.86 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
岩手県 （653） 盛岡市立総合プール

13 3 早坂　永亜
酒田水泳教室

中３
 1:12.45 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （637） 酒田市光ケ丘プール

14 4 辻山　小珀
ＳＡ一関

中２
 1:12.59 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季県予選タイムトライアル

2018/07/29
岩手県 （633） 盛岡市立総合プール

15 5 福岡　　碧
青森ヤクルト

中２
 1:12.66 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
青森県 （632） 盛岡市立総合プール

16 6 曲山　陽菜
ウィン福島

中３
 1:12.68 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （631） 福島SS保原

16 6 石川　晴花
ＳＡ佐沼

中１
 1:12.68 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （631） セントラルスポーツ宮城G21プール

18 10 瀬川　結理
ＳＡ一関

高１
 1:12.71 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （630） 盛岡市立総合プール

19 11 阿部菜乃実
東北

高１
 1:13.01 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
宮城県 （623） セントラルＧ２１プール

20 12 我妻　汐音
東北

高２
 1:13.31 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （615） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 13 加藤　優奈
日大山形

高１
 1:13.48 第52回山形県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
山形県 （611） 鶴岡市民プール

・ 8 山田　麗真
ヤクルト東

中２
 1:13.48 第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
青森県 （611） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 14 渡邉　琉唯
山形中央

高３
 1:13.85 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （602） 鶴岡市民プール

・ 9 小原希々颯
天童ＳＳ

中２
 1:13.88 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （601） 鶴岡市民プール

・ 10 安達　　愛
サガエＳＣ

中２
 1:14.00 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （598） 鶴岡市民プール

・ 15 宮﨑　海乃
秋田北

高３
 1:14.42 第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
秋田県 （588） 秋田県立総合プール

・ 16 小野寺夏美
聖和学園

高２
 1:14.46 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （587） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 17 高橋　麗那
コナミ北上

高３
 1:14.53 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （585） 盛岡市立総合プール

・ 18 佐々木柚那
ＪＳＳ北上

高３
 1:14.54 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （585） 盛岡市立総合プール

・ 19 長妻　文華
SW大教いわき

高３
 1:14.55 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （585） 郡山ユラックス熱海
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・ 20 菊地　夢乃
山形商業

高３
 1:14.66 平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26
山形県 （582） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 1 小笠原佳穂
ヤクルト東

小６
 1:14.71 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （581） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 21 嶋崎　美鈴
ｾﾝﾄﾗﾙ土崎

高２
 1:14.71 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （581） 秋田県立総合プール

・ 2 細野　桜花
ＪＳＳ盛岡

小６
 1:14.99 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （575） 盛岡市立総合プール

・ 11 石井　胡春
城東

中２
 1:15.31 第54回秋田市中学校学年別水泳競技大会

2018/09/16
秋田県 （567） 秋田県立総合プール

・ 12 種市　　葵
ヤクルト東

中２
 1:15.33 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （567） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 13 高松　美緒
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

中２
 1:15.36 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （566） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 22 安藤かんな
ﾌﾟﾙﾐｴ

高２
 1:15.36 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （566） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 3 照井　　晴
ＪＳＳ北上

小６
 1:15.43 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （565） 盛岡市立総合プール

・ 23 渡部　　渚
アシスト

高１
 1:15.52 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （563） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 24 一條　巴瑠
セントラル泉

高２
 1:15.62 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
宮城県 （560） 鶴岡市民プール

・ 14 中村　里和
ジーラックSC

中３
 1:15.69 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （559） 郡山ユラックス熱海

・ 15 菅家　成美
郡山インター

中２
 1:15.70 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （559） 福島ＳＳ保原

・ 25 相馬　生來
聖和学園

高３
 1:15.73 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （558） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 4 日地谷胡花
福島SS保原

小６
 1:15.78 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （557） 福島ＳＳ保原

・ 26 大内　希美
山形西

高２
 1:15.95 第52回山形県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
山形県 （553） 鶴岡市民プール

・ 16 佐々木和笑
ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ

中３
 1:15.95 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （553） 秋田県立総合プール

・ 27 中村　麻菜
ヤクルト東

高２
 1:16.12 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （549） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 17 中村　璃音
ＪＳＳ北上

中１
 1:16.19 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （548） 盛岡市立総合プール

・ 18 阿部　里彩
ﾙﾈｻﾝｽ南光台

中２
 1:16.34 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱAA級夏季水泳競技大会

2018/07/08
宮城県 （545） セントラルスポーツ宮城G21プール（宮城県総合運動公

・ 28 北原　楓夏
福島成蹊

高２
 1:16.39 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/23
福島県 （544） 郡山しんきん開成山プール

・ 29 奈良﨑智美
国見ＳＣ

高１
 1:16.45 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （542） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 30 髙山　理乃
ジーラックSC

高２
 1:16.58 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （539） 郡山ユラックス熱海

・ 5 寺島　香凜
山形ＳＣ

小６
 1:16.77 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （535） 鶴岡市民プール

・ 6 佐藤　凛愛
酒田水泳教室

小６
 1:16.94 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （532） 鶴岡市民プール

・ 19 大川　和紗
外旭川

中１
 1:16.95 第34回秋田県中学校秋季水泳競技大会

2018/09/02
秋田県 （532） 秋田県立総合プール

・ 20 森山　遥月
ヤクルト東

中１
 1:17.00 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （531） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 21 千葉　万幸
国見ＳＣ

中３
 1:17.09 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （529） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 22 二宮　さえ
ＪＳＳ南光台

中２
 1:17.40 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （522） セントラルＧ２１

・ 23 松岡　奈優
酒田一

中１
 1:17.61 平成３０年度 第４９回 飽海地区中学校新人総合体育大

2018/09/16
山形県 （518） 酒田市光ケ丘プール
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・ 7 駿河　　藍
ＪＳＳ青山

小６
 1:17.66 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （517） 盛岡市立総合プール

・ 24 半沢　光彩
ＳＡ一関

中１
 1:17.68 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （517） 盛岡市立総合プール

・ 25 川崎　結愛
SW大教いわき

中１
 1:17.85 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （513） 郡山ユラックス熱海

・ 26 小野　朋香
鰺ヶ沢ＳＣ

中１
 1:17.89 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （513） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 27 加藤　　好
セントラル泉

中３
 1:18.08 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （509） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 28 三島　凜花
イトマン向山

中３
 1:18.21 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （506） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 29 阿部　未梨
ﾙﾈｻﾝｽ南光台

中２
 1:18.25 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （506） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 30 紙尾　香帆
郡山インター

中２
 1:18.58 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （499） ユラックス熱海

・ 8 佐藤　　雫
酒田水泳教室

小６
 1:19.15 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （489） 酒田市光ケ丘プール

・ 9 松坂　星夏
天童ＳＳ

小６
 1:20.13 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （471） 鶴岡市民プール

・ 10 三浦　愛莉
二戸ＳＳ

小５
 1:20.30 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （468） 盛岡市立総合プール

・ 11 佐々木玲那
ｻﾝﾌﾙﾄSC

小５
 1:20.32 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （468） 秋田県立総合プール

・ 12 瀧澤　千尋
ＳＡ一関

小６
 1:20.64 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （462） 盛岡市立総合プール

・ 13 武田　恵音
仙台SS南小泉

小６
 1:21.12 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （454） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 14 森　　琳葵
国見ＳＣ

小６
 1:21.18 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （453） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 15 石川　紗生
SW大教郡山北

小６
 1:22.07 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （438） 郡山ユラックス熱海

・ 16 大原　梨桜
秋田ＡＣ

小６
 1:22.10 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （438） 秋田県立総合プール

・ 17 菊池　桃和
ＳＡ一関

小４
 1:22.11 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （438） 盛岡市立総合プール

・ 18 武田　璃子
会津インター

小５
 1:22.16 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （437） ユラックス熱海

・ 19 東海林千聖
天童ＳＳ

小６
 1:23.44 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （417） 鶴岡市民プール

・ 20 佐野　結衣
国見ＳＣ

小６
 1:23.63 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （414） セントラルＧ２１

・ 21 新田　楓夏
アカデミーむつ

小５
 1:23.79 第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
青森県 （412） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 22 清野　琴心
国見ＳＣ

小６
 1:23.93 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （410） セントラルＧ２１

・ 23 山﨑　　繭
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

小５
 1:24.02 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
山形県 （408） 鶴岡市民プール

・ 24 中田　花菜
ユースポーツ

小６
 1:24.30 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （404） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 25 西舘　　舞
ウイング三沢

小６
 1:24.40 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （403） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 26 船水　菜月
ＪＳＳ盛岡

小６
 1:24.57 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （400） 盛岡市立総合プール

・ 27 鈴木　美翔
秋田ＡＣ

小６
 1:25.00 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （394） 秋田県立総合プール

・ 28 館山　咲音
青森ヤクルト

小６
 1:25.11 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （393） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 29 山本　舞桜
ヤクルト弘前

小６
 1:25.20 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （392） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ
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・ 30 國松　由依
山形ＳＣ

小６
 1:25.50 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （387） 鶴岡市民プール
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1 1 佐藤真由子
秋田北

高２
 2:27.76 第50回秋田県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
秋田県 （755） 秋田県立総合プール

2 2 赤間　明希
秋田商業高校

高２
 2:29.40 第41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

2019/01/13
秋田県 （730） 秋田県立総合プール

3 3 山田　　彩
青森ヤクルト

高２
 2:29.79 2018年度第6回青森県水泳連盟AA級大会

2019/02/24
青森県 （725） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

4 4 大川　　和
ひらかわSC

高１
 2:29.93 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （723） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

5 5 菅家　綾美
日大東北

高１
 2:30.07 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
福島県 （721） 郡山しんきん開成山プール

6 1 宮﨑　夢乃
秋田東

中２
 2:31.31 第34回秋田県中学校秋季水泳競技大会

2018/09/01
秋田県 （703） 秋田県立総合プール

7 6 東條　真奈
ＪＳＳ盛岡

高２
 2:31.59 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （699） 盛岡市立総合プール

8 2 辻山　小珀
ＳＡ一関

中２
 2:31.99 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （694） 盛岡市立総合プール

9 3 福岡　　碧
青森ヤクルト

中２
 2:32.55 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （686） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

10 7 田村　汐音
セントラル泉

高２
 2:32.83 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （682） セントラルスポーツ宮城G21プール

11 4 小原希々颯
天童ＳＳ

中２
 2:33.53 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （673） 鶴岡市民プール

12 5 石川　晴花
ＳＡ佐沼

中１
 2:34.20 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （664） セントラルスポーツ宮城G21プール

13 6 山田　麗真
ヤクルト東

中２
 2:34.73 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （657） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

14 7 千葉　彩佳
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

中２
 2:35.29 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （650） 盛岡市立総合プール

15 8 菊地　夢乃
天童ＳＳ

高３
 2:35.99 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （642） 鶴岡市民プール

16 8 曲山　陽菜
ウィン福島

中３
 2:36.08 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （640） 福島SS保原

17 9 早坂　永亜
酒田二

中３
 2:36.36 平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
山形県 （637） 酒田市光ケ丘プール

18 9 阿部菜乃実
東北

高１
 2:36.63 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
宮城県 （634） セントラルＧ２１プール

19 10 我妻　汐音
東北

高２
 2:36.64 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （634） セントラルスポーツ宮城G21プール

20 11 長妻　文華
SW大教いわき

高３
 2:37.49 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （623） 郡山ユラックス熱海

・ 12 浅沼　蒼い
盛岡南

高１
 2:37.69 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
岩手県 （621） 盛岡市立総合プール

・ 13 今泉　沙彩
八工大一

高３
 2:38.02 第６３回春季南部地方水泳競技選手権大会

2018/06/10
青森県 （617） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 14 瀬川　結理
ＳＡ一関

高１
 2:38.97 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （606） 盛岡市立総合プール

・ 10 菅家　成美
郡山インター

中２
 2:39.24 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （603） 郡山ユラックス熱海

・ 15 嶋崎　美鈴
ｾﾝﾄﾗﾙ土崎

高２
 2:39.56 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （599） 秋田県立総合プール

・ 11 安達　　愛
サガエＳＣ

中２
 2:39.73 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （597） 鶴岡市民プール

・ 16 小野寺夏美
聖和学園

高２
 2:40.00 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
宮城県 （594） セントラルＧ２１プール

・ 17 佐々木柚那
盛岡南高校

高３
 2:40.03 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （594） 盛岡市立総合プール

・ 12 種市　　葵
ヤクルト東

中２
 2:40.32 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （591） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 13 高松　美緒
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

中２
 2:40.94 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （584） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ
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・ 18 今野うらら
ﾌﾟﾙﾐｴ

高２
 2:41.27 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （581） セントラルＧ２１

・ 1 小笠原佳穂
ヤクルト東

小６
 2:41.30 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （580） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 14 三島　凜花
イトマン向山

中３
 2:42.28 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （570） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 19 奈良﨑智美
国見ＳＣ

高１
 2:42.28 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （570） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 20 安藤かんな
ﾌﾟﾙﾐｴ

高２
 2:42.45 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （568） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 21 北原　楓夏
福島成蹊

高２
 2:42.63 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
福島県 （566） 郡山しんきん開成山プール

・ 15 大川　和紗
ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ

中１
 2:42.70 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （565） 秋田県立総合プール

・ 16 鈴木　依桜
金井

中１
 2:42.73 平成３０年度　山形市中学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/16
山形県 （565） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 17 中村　里和
ジーラックSC

中３
 2:42.81 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （564） 郡山ユラックス熱海

・ 22 山本　珠璃
水沢ＳＣ

高１
 2:42.86 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （564） 盛岡市立総合プール

・ 23 一條　巴瑠
セントラル泉

高２
 2:43.48 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
宮城県 （557） 鶴岡市民プール

・ 24 野田　妃華
釜石

高１
 2:43.70 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
岩手県 （555） 盛岡市立総合プール

・ 25 引木　優輝
ヤクルト八戸

高２
 2:43.83 第６３回春季南部地方水泳競技選手権大会

2018/06/10
青森県 （554） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 26 中村　麻菜
青森南

高２
 2:43.96 第５３回青森市中学校・高等学校新人水泳大会

2018/08/26
青森県 （552） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 18 小野　朋香
鰺ヶ沢ＳＣ

中１
 2:44.04 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （552） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 19 吉川　綾那
ＳＡむつ

中２
 2:44.20 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （550） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 20 森山　遥月
ヤクルト東

中１
 2:44.27 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （549） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 21 松岡　奈優
酒田水泳教室

中１
 2:44.56 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （546） 鶴岡市民プール

・ 22 千葉　万幸
国見ＳＣ

中３
 2:44.79 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （544） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 27 大友　香奈
利府

高３
 2:45.24 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （540） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 23 斎藤　汐音
櫛引

中２
 2:45.34 第４９回　田川地区中体連総合体育大会水泳競技大会

2018/06/17
山形県 （539） 鶴岡市民プール

・ 23 村上　芽衣
国見ＳＣ

中２
 2:45.34 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （539） セントラルＧ２１

・ 25 半沢　光彩
ＳＡ一関

中１
 2:45.53 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （537） 盛岡市立総合プール

・ 26 浅田　風佳
本荘北

中２
 2:46.78 第34回秋田県中学校秋季水泳競技大会

2018/09/01
秋田県 （525） 秋田県立総合プール

・ 2 日地谷胡花
福島SS保原

小６
 2:47.35 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （519） ユラックス熱海

・ 27 神居　はな
秋田ＡＣ

中２
 2:47.42 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
秋田県 （519） 鶴岡市民プール

・ 28 本間　　雅
山形ＳＣ

高２
 2:47.94 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （514） 鶴岡市民プール

・ 29 山本　愛莉
福島南

高２
 2:48.06 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
福島県 （513） 郡山しんきん開成山プール

・ 3 佐々木玲那
ｻﾝﾌﾙﾄSC

小５
 2:48.20 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （512） 秋田県立総合プール

・ 28 塩谷　莉紗
SW大教二本松

中２
 2:48.25 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （511） 福島SS保原
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・ 29 二宮　さえ
ＪＳＳ南光台

中２
 2:48.46 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （509） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 30 井上　　翔
櫻泳ＳＳ白河

高２
 2:48.60 第１３回　祓川杯

2018/09/30
福島県 （508） 福島ＳＳ保原

・ 4 佐藤　凛愛
酒田水泳教室

小６
 2:48.86 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （506） 鶴岡市民プール

・ 30 千葉　心寧
ＳＡ一関

中２
 2:49.12 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （503） 盛岡市立総合プール

・ 5 佐藤　　雫
酒田水泳教室

小６
 2:52.23 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （476） 酒田市光ケ丘プール

・ 6 瀧澤　千尋
ＳＡ一関

小６
 2:52.26 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （476） 盛岡市立総合プール

・ 7 西舘　　舞
ウイング三沢

小６
 2:56.39 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （444） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 8 新田　楓夏
ＳＡむつ

小５
 2:56.68 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （441） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 9 山本　舞桜
ヤクルト弘前

小６
 2:59.26 第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
青森県 （423） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 10 武田　恵音
仙台SS南小泉

小６
 2:59.47 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （421） セントラルＧ２１

・ 11 大原　梨桜
秋田ＡＣ

小６
 3:00.91 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （411） 秋田県立総合プール

・ 12 館山　咲音
青森ヤクルト

小６
 3:01.55 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （407） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 13 新井　鈴彩
ひらかわSC

小６
 3:03.91 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （391） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 14 柴崎　花凛
ＳＡむつ

小５
 3:05.56 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （381） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 15 佐藤　朋花
ピュア多賀城

小６
 3:07.11 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （372） セントラルＧ２１

・ 16 成田　美帆
青森ヤクルト

小６
 3:10.58 第７回冨田重次郎杯水泳競技大会

2018/09/02
青森県 （352） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 17 武藤　　愛
秋田ＡＣ大曲

小６
 3:11.06 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （349） 秋田県立総合プール

・ 18 堀野　　蒼
ＳＡ石巻

小６
 3:11.25 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （348） セントラルＧ２１

・ 19 佐藤　蓮夏
秋田ＳＳ

小６
 3:12.09 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （343） 秋田県立総合プール

・ 20 髙橋　埜那
青森ヤクルト

小５
 3:13.30 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （337） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 21 長濵　七星
ウイング三沢

小６
 3:14.05 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （333） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 22 笹森　小夏
ＳＡむつ

小６
 3:14.50 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （331） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 23 岩本　后央
鰺ヶ沢ＳＣ

小６
 3:14.57 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （330） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 24 成田　果蓮
WING五所川原

小６
 3:15.46 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （326） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 25 花岡　佑泉
ヤクルト弘前

小６
 3:18.88 第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
青森県 （309） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 26 山内　美月
青森ヤクルト

小４
 3:24.29 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （285） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 27 高谷　舞桜
ヤクルト弘前

小５
 3:24.68 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （284） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 28 齋藤歩花音
ひらかわSC

小４
 3:28.00 第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
青森県 （270） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 29 今野　柚妃
秋田ＡＣ本荘

小５
 3:35.25 平成30年度　第3回　秋田県ジュニア水泳記録会

2018/10/21
秋田県 （244） 県立総合プール
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1 1 長谷川葉月
WING五所川原

中２
   27.40 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （704） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

2 2 秋山　栞名
SW大教二本松

中３
   27.58 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/29
福島県 （690） 東京・東京辰巳国際水泳場

3 1 千葉すみれ
ＳＡ一関

高３
   27.63 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/29
岩手県 （687） 東京・東京辰巳国際水泳場

4 2 加藤　優奈
日大山形

高１
   27.67 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （684） 鶴岡市民プール

5 3 佐藤ゆずか
ＫＳＧ東北

高１
   27.82 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （673） 鶴岡市民プール

6 1 松坂　星夏
天童ＳＳ

小６
   27.85 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
山形県 （670） 東京・東京辰巳国際水泳場

7 4 柿崎　杏弥
秋田ＡＣ

高２
   27.88 第41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

2019/01/13
秋田県 （668） 秋田県立総合プール

8 3 渡辺　　杏
セントラル泉

中２
   27.95 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （663） セントラルスポーツ宮城G21プール

9 4 後藤　来未
ＫＳＧ東北

中２
   28.00 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （660） 鶴岡市民プール

10 三浦　梅香
東北学院大

大３
   28.10 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （653） セントラルＧ２１

11 5 阿部なつき
ヤクルト東

高２
   28.37 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （634） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

12 6 千葉　美南
水沢ＳＣ

高２
   28.62 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （618） 盛岡市立総合プール

13 赤間　彩生
北海道大

大１
   28.64 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （616） 秋田県立総合プール

14 5 西澤　七海
トップＳＳ

中３
   28.67 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （614） 盛岡市立総合プール

15 7 及川　羽藍
不来方

高２
   28.73 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （611） 盛岡市立総合プール

16 8 佐藤　夏希
鶴岡北

高２
   28.82 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （605） 鶴岡市民プール

17 9 千田　恭子
ＪＳＳ北上

高２
   28.89 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （600） 盛岡市立総合プール

17 9 堀米　玲菜
山形中央

高１
   28.89 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （600） 鶴岡市民プール

17 2 渡辺　　杜
セントラル泉

小６
   28.89 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
宮城県 （600） 東京・東京辰巳国際水泳場

20 6 原子　奈優
ヤクルト東

中２
   29.02 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （592） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 7 浅沼　芽依
ＪＳＳ盛岡

中３
   29.10 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （588） 盛岡市立総合プール

・ 11 菅家　綾美
郡山インター

高１
   29.16 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （584） ユラックス熱海

・ 12 関　　琴音
日大山形

高１
   29.17 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （583） 鶴岡市民プール

・ 13 松浦　心叶
日大山形

高２
   29.20 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （582） 鶴岡市民プール

・ 14 渡会　日菜
鶴岡北

高１
   29.22 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （580） 鶴岡市民プール

・ 8 村上　結莉
ＪＳＳ青山

中２
   29.23 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （580） 盛岡市立総合プール

・ 9 石井　胡春
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中２
   29.28 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （577） 秋田県立総合プール

・ 15 菊地　望希
常盤木学園

高１
   29.32 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （574） セントラルＧ２１プール

・ 16 山本　未有
ヤクルト東

高１
   29.35 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （573） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 16 髙橋　恵子
ＫＳＧ東北

高２
   29.35 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （573） 鶴岡市民プール
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・ 3 菅原　向葵
ＪＳＳ盛岡

小６
   29.40 第４１回全国ＪＯＣカップ春季県予選タイムトライアル

2019/01/27
岩手県 （570） 盛岡市立総合プール

・ 18 谷口　美玖
利府

高１
   29.43 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （568） セントラルＧ２１プール

・ 19 大原みどり
利府

高２
   29.47 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （566） セントラルＧ２１プール

・ 19 我妻　汐音
東北

高２
   29.47 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （566） セントラルＧ２１

・ 21 櫻井　梨乃
利府

高１
   29.60 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
宮城県 （558） セントラルＧ２１プール

・ 22 山田　　彩
青森ヤクルト

高２
   29.61 第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
青森県 （558） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

・ 23 髙橋　結生
山形中央

高１
   29.68 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （554） 鶴岡市民プール

・ 24 大滝　萌心
九里学園

高１
   29.72 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （552） 鶴岡市民プール

・ 10 佐々　舞桜
ヤクルト東

中２
   29.73 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （551） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 25 山崎　千帆
会津インター

高３
   29.77 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （549） 福島SS保原

・ 11 斎藤　琉那
秋田ＳＳ

中３
   29.82 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （546） 秋田県立総合プール

・ 4 齋藤　理子
SW大教二本松

小５
   29.82 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
福島県 （546） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 5 髙橋　　凛
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

小６
   29.99 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （537） 秋田県立総合プール

・ 6 和賀　　結
ＪＳＳ北上

小６
   30.01 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （536） 盛岡市立総合プール

・ 12 芳賀　恵莉
郡山南ｲﾝﾀｰ

中２
   30.02 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （535） ユラックス熱海

・ 13 庄司　百寿
ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ

中２
   30.05 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （534） セントラルＧ２１

・ 26 前田　彩華
酒田水泳教室

高１
   30.10 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （531） 鶴岡市民プール

・ 14 滝村　璃子
ＪＳＳ盛岡

中１
   30.12 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （530） 盛岡市立総合プール

・ 27 佐々木咲耶
盛岡第一高校

高１
   30.13 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （529） 盛岡市立総合プール

・ 28 三浦　晴菜
鶴岡東

高２
   30.15 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （528） 鶴岡市民プール

・ 29 渡辺　紗夜
山形西

高２
   30.16 平成30年度 山形県高校短水路スプリント大会

2018/09/23
山形県 （528） 鶴岡市民プール

・ 30 瀬川　結理
ＳＡ一関

高１
   30.17 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （527） 盛岡市立総合プール

・ 15 堀江　栞緒
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

中１
   30.20 第45回 秋田市ジュニア選手強化水泳記録会

2018/12/02
秋田県 （526） 秋田県立総合プール

・ 16 上村　彩夏
秋田ＡＣ

中２
   30.21 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
秋田県 （525） 盛岡市立総合プール

・ 17 佐々木和笑
ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ

中３
   30.23 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （524） 秋田県立総合プール

・ 18 大井　愛生
SA相馬

中２
   30.25 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
福島県 （523） 鶴岡市民プール

・ 19 戸田　夏子
ＪＳＳ仙台

中２
   30.28 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （521） セントラルＧ２１

・ 20 佐々木美空
ＳＡ佐沼

中２
   30.30 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （520） セントラルＧ２１

・ 21 高松　美緒
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

中２
   30.35 第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
青森県 （518） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 22 山田　麗真
ヤクルト東

中２
   30.36 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （517） 青森ヤクルトスイミングスクール
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・ 23 福田　明里
二戸ＳＳ

中２
   30.41 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （515） 盛岡市立総合プール

・ 7 森崎安加里
セントラル泉

小６
   30.52 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （509） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 24 西村　碧唯
ＪＳＳ青山

中１
   30.53 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （509） 盛岡市立総合プール

・ 8 角張　日向
ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ

小６
   30.55 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （508） セントラルＧ２１

・ 25 二階堂明奈
ﾙﾈｻﾝｽ福島

中１
   30.57 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （507） 福島ＳＳ保原

・ 25 中村　璃音
ＪＳＳ北上

中１
   30.57 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （507） 盛岡市立総合プール

・ 27 上野　　凜
ＪＳＳ北上

中３
   30.58 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （506） 盛岡市立総合プール

・ 27 阿部　　洸
SA相馬

中２
   30.58 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
福島県 （506） 盛岡市立総合プール

・ 9 駿河　　藍
ＪＳＳ青山

小６
   30.60 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （505） 盛岡市立総合プール

・ 29 佐藤　明香
ヤクルト八戸

中３
   30.61 第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
青森県 （505） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 30 千葉　彩佳
福岡

中２
   30.65 第１６回森山水泳競技大会

2018/12/09
岩手県 （503） 森山総合公園生涯スポーツセンター温水プール

・ 10 長岡　海涼
天童ＳＳ

小５
   30.74 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （498） 酒田市光ケ丘プール

・ 11 小林　華南
SW大教郡山

小５
   30.76 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
福島県 （497） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 12 髙橋寿々花
SW大教郡山北

小６
   30.77 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （497） 福島ＳＳ保原

・ 13 讃岐　結月
酒田水泳教室

小６
   30.84 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （494） 酒田市光ケ丘プール

・ 13 阿部愛理菜
天童ＳＳ

小５
   30.84 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （494） 酒田市光ケ丘プール

・ 15 羽生友里愛
郡山インター

小６
   30.93 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （489） 福島ＳＳ保原

・ 16 北村　友花
盛岡ＳＳ

小６
   31.14 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （479） 盛岡市立総合プール

・ 17 佐々木花梨
ＪＳＳ青山

小６
   31.16 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （478） 盛岡市立総合プール

・ 18 工藤　夢桜
ＪＳＳ北上

小６
   31.27 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （473） 盛岡市立総合プール

・ 18 髙橋　桜心
ＪＳＳ青山

小６
   31.27 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （473） 盛岡市立総合プール

・ 20 八木澤麻衣
ヤクルト東

小５
   31.38 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （468） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 21 中野　柚希
ｻﾝﾌﾙﾄSC

小６
   31.40 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （468） 秋田県立総合プール

・ 22 髙橋　陽久
ＪＳＳ盛岡

小６
   31.58 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （460） 盛岡市立総合プール

・ 23 小笠原佳穂
ヤクルト東

小６
   31.69 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
青森県 （455） 盛岡市立総合プール

・ 24 山上　結海
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

小４
   31.83 第45回 秋田市ジュニア選手強化水泳記録会

2018/12/02
秋田県 （449） 秋田県立総合プール

・ 25 真鍋いろは
花巻東ＳＣ

小５
   31.98 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （443） 盛岡市立総合プール

・ 26 加藤　美音
セントラル泉

小４
   31.99 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/28
宮城県 （442） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 27 小野寺胡桃
ＪＳＳ青山

小６
   32.00 平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
岩手県 （442） 盛岡市立総合プール

・ 28 渡邉　沙妃
アシスト

小４
   32.01 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （441） セントラルスポーツ宮城G21プール
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・ 29 類家　美紅
ウイング八戸

小３
   32.02 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （441） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 30 安野　　憧
鶴岡ＳＣ

小６
   32.12 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （437） 鶴岡市民プール
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1 1 長谷川葉月
WING五所川原

中２
 1:00.37 第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
青森県 （740） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

2 1 千葉すみれ
ＳＡ一関

高３
 1:00.41 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （738） 盛岡市立総合プール

3 2 渡辺　　杏
セントラル泉

中２
 1:00.58 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （732） セントラルスポーツ宮城G21プール

4 3 秋山　栞名
SW大教二本松

中３
 1:00.75 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/30
福島県 （726） 東京・東京辰巳国際水泳場

5 2 中島千咲代
ＪＳＳ盛岡

高２
 1:00.95 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （719） 盛岡市立総合プール

6 3 田中　沙羅
花巻ＳＦ

高３
 1:01.11 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （713） 盛岡市立総合プール

7 1 松坂　星夏
天童ＳＳ

小６
 1:01.16 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27 東学新
山形県 （711） 東京・東京辰巳国際水泳場

8 4 関　　琴音
天童ＳＳ

高１
 1:01.23 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/30
山形県 （709） 東京・東京辰巳国際水泳場

9 5 柿崎　杏弥
秋田北

高２
 1:01.54 第50回秋田県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
秋田県 （698） 秋田県立総合プール

10 6 佐藤ゆずか
ＫＳＧ東北

高１
 1:01.83 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （688） 鶴岡市民プール

11 小野　聖実
東北学院大

大４
 1:02.09 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱAA級夏季水泳競技大会

2018/07/08
宮城県 （680） セントラルスポーツ宮城G21プール（宮城県総合運動公

12 7 堀米　玲菜
山形中央

高１
 1:02.19 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （677） 鶴岡市民プール

13 8 加藤　優奈
天童ＳＳ

高１
 1:02.35 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （671） 鶴岡市民プール

14 4 原子　奈優
ヤクルト東

中２
 1:02.41 第41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

2018/07/08
青森県 （669） 鯵ヶ沢町室内温水プール

15 9 赤石　朱李
東北

高３
 1:02.53 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （666） セントラルスポーツ宮城G21プール

16 赤間　彩生
北海道大

大１
 1:02.54 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （665） 秋田県立総合プール

17 10 中園　千尋
東北

高３
 1:02.70 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （660） セントラルスポーツ宮城G21プール

17 10 千葉　美南
水沢ＳＣ

高２
 1:02.70 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （660） 盛岡市立総合プール

19 12 山田　琉愛
郡山インター

高１
 1:03.05 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （649） ユラックス熱海

20 13 安食　理加
山辺

高１
 1:03.19 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
山形県 （645） 盛岡市立総合プール

・ 5 井出　　麗
アシスト

中２
 1:03.22 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （644） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 14 菅野　凪紗
イトマン向山

高３
 1:03.25 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （643） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 15 松浦　心叶
日大山形

高２
 1:03.37 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （639） 鶴岡市民プール

・ 2 渡辺　　杜
セントラル泉

小６
 1:03.59 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
宮城県 （633） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 16 山本　未有
ヤクルト東

高１
 1:03.61 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （632） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 6 後藤　来未
ＫＳＧ東北

中２
 1:03.70 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （630） 鶴岡市民プール

・ 17 阿部なつき
ヤクルト東

高２
 1:03.72 第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
青森県 （629） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

・ 3 井上　葵陽
SW大教小名浜

小６
 1:03.79 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
福島県 （627） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 18 菊田　真生
郡山インター

高２
 1:03.83 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （626） ユラックス熱海

・ 19 千田　恭子
ＪＳＳ北上

高２
 1:03.84 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （625） 盛岡市立総合プール
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・ 20 山崎　千帆
会津インター

高３
 1:04.06 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （619） 福島SS保原

・ 7 上村　彩夏
秋田ＡＣ

中２
 1:04.11 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （618） 秋田県立総合プール

・ 21 佐々木咲耶
コナミ北上

高１
 1:04.38 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （610） 盛岡市立総合プール

・ 22 小野　　雅
鶴岡ＳＣ

高１
 1:04.46 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （608） 鶴岡市民プール

・ 23 永井　奏実
磐城

高１
 1:04.61 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/23
福島県 （603） 郡山しんきん開成山プール

・ 8 大井　愛生
SA相馬

中２
 1:04.62 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
福島県 （603） 鶴岡市民プール

・ 24 中川　愛佳
弘前

高２
 1:04.65 第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/03
青森県 （602） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 9 浅沼　芽依
ＪＳＳ盛岡

中３
 1:04.70 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （601） 盛岡市立総合プール

・ 25 成澤　息吹
常盤木学園

高１
 1:04.74 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
宮城県 （600） セントラルＧ２１プール

・ 26 佐藤　夏希
鶴岡ＳＣ

高２
 1:04.84 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （597） 鶴岡市民プール

・ 27 髙山　理乃
ジーラックSC

高２
 1:04.85 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （597） 郡山ユラックス熱海

・ 10 斎藤　琉那
秋田ＳＳ

中３
 1:04.85 第45回 秋田市ジュニア選手強化水泳記録会

2018/12/02
秋田県 （597） 秋田県立総合プール

・ 28 及川　羽藍
不来方

高２
 1:05.01 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （592） 盛岡市立総合プール

・ 11 松浦　百愛
天童ＳＳ

中２
 1:05.03 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （592） 鶴岡市民プール

・ 29 渡会　日菜
鶴岡ＳＣ

高１
 1:05.04 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （591） 鶴岡市民プール

・ 12 小松　茉緒
酒田四

中２
 1:05.27 平成３０年度 第４９回 飽海地区中学校新人総合体育大

2018/09/16
山形県 （585） 酒田市光ケ丘プール

・ 4 菅原　向葵
ＪＳＳ盛岡

小６
 1:05.27 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （585） 盛岡市立総合プール

・ 30 柴崎ひなた
日大山形

高１
 1:05.50 平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26
山形県 （579） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 13 石井　胡春
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中２
 1:05.68 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （574） 秋田県立総合プール

・ 14 佐藤　明香
ヤクルト八戸

中３
 1:05.69 第41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

2018/11/11
青森県 （574） 鰺ケ沢町室内温水プール

・ 15 菅原　果歩
ＪＳＳ仙台

中２
 1:05.70 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （574） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 16 福岡　　碧
青森ヤクルト

中２
 1:05.80 第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
青森県 （571） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

・ 5 齋藤　理子
SW大教二本松

小５
 1:05.99 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
福島県 （566） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 17 大村　心優
ピュア仙南

中３
 1:06.03 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （565） セントラルＧ２１

・ 18 滝村　璃子
ＪＳＳ盛岡

中１
 1:06.05 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （565） 盛岡市立総合プール

・ 19 小山　　藍
セントラル泉

中２
 1:06.14 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （562） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 20 庄司　百寿
ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ

中２
 1:06.18 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （561） セントラルＧ２１

・ 21 高松　美緒
三条中

中２
 1:06.34 第６７回秋季南部地方水泳競技選手権大会

2018/09/09
青森県 （557） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 22 二階堂明奈
ﾙﾈｻﾝｽ福島

中１
 1:06.36 第１３回　祓川杯

2018/09/30
福島県 （557） 福島ＳＳ保原

・ 23 上野　　凜
ＪＳＳ北上

中３
 1:06.37 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （557） 盛岡市立総合プール
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・ 24 芳賀　恵莉
郡山南ｲﾝﾀｰ

中２
 1:06.74 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （547） ユラックス熱海

・ 24 及川菜々恵
ＳＡ一関

中２
 1:06.74 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （547） 盛岡市立総合プール

・ 6 髙橋寿々花
SW大教郡山北

小６
 1:06.98 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （541） 福島ＳＳ保原

・ 26 駒林　貴葉
ＰＡＷＳＣ

中１
 1:07.18 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （537） 盛岡市立総合プール

・ 27 篠原布納華
SW大教いわき

中１
 1:07.26 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （535） 郡山ユラックス熱海

・ 28 青柳　南渚
サガエＳＣ

中３
 1:07.29 ２０１８年　山形県短水路内陸地区水泳記録会

2018/06/03
山形県 （534） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 28 安田　光来
WING五所川原

中３
 1:07.29 第41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

2018/07/08
青森県 （534） 鯵ヶ沢町室内温水プール

・ 28 佐々　舞桜
ヤクルト東

中２
 1:07.29 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （534） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 7 駿河　　藍
ＪＳＳ青山

小６
 1:07.32 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （533） 盛岡市立総合プール

・ 8 片野　由菜
ウイング八戸

小６
 1:07.56 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （528） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 9 小笠原佳穂
ヤクルト東

小６
 1:08.65 第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
青森県 （503） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 10 安野　　憧
鶴岡ＳＣ

小６
 1:08.76 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （500） 鶴岡市民プール

・ 11 長岡　海涼
天童ＳＳ

小５
 1:08.80 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （500） 酒田市光ケ丘プール

・ 12 阿部愛理菜
天童ＳＳ

小５
 1:09.07 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （494） 鶴岡市民プール

・ 13 讃岐　結月
酒田水泳教室

小６
 1:09.12 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （493） 酒田市光ケ丘プール

・ 14 中野　柚希
ｻﾝﾌﾙﾄSC

小６
 1:09.21 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （491） 秋田県立総合プール

・ 15 福島　光結
ﾋﾟｭｱ福島南

小６
 1:09.35 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （488） ユラックス熱海

・ 16 和賀　　結
ＪＳＳ北上

小６
 1:10.35 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （467） 盛岡市立総合プール

・ 17 中島　優月
ＪＳＳ北上

小６
 1:10.91 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （456） 盛岡市立総合プール

・ 18 八木澤麻衣
ヤクルト東

小５
 1:10.96 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
青森県 （455） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 19 坂本まひる
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

小６
 1:11.02 平成30年度　第3回　秋田県ジュニア水泳記録会

2018/10/21
秋田県 （454） 県立総合プール

・ 20 松田　凜佳
アシスト

小６
 1:11.05 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （454） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 20 北村　友花
盛岡ＳＳ

小６
 1:11.05 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （454） 盛岡市立総合プール

・ 22 羽生友里愛
郡山インター

小６
 1:11.92 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （437） ユラックス熱海

・ 23 山田　日愛
大館ＳＳ

小６
 1:11.97 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
秋田県 （436） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 24 小泉　　茜
鶴岡ＳＣ

小６
 1:11.98 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （436） 鶴岡市民プール

・ 25 池田　樹里
山形ＤＣ

小６
 1:12.40 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （429） 鶴岡市民プール

・ 26 類家　美紅
ウイング八戸

小３
 1:12.55 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （426） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 27 島扇　海生
マイティ米沢

小６
 1:13.11 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （416） 鶴岡市民プール

・ 28 木村　心優
大館ＳＳ

小６
 1:13.43 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （411） 秋田県立総合プール
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・ 29 加賀谷　翠
秋田ＳＳ

小６
 1:13.73 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （406） 秋田県立総合プール

・ 30 髙橋　陽久
ＪＳＳ盛岡

小６
 1:13.92 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （403） 盛岡市立総合プール
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1 1 中島千咲代
ＪＳＳ盛岡

高２
 2:11.00 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （761） 盛岡市立総合プール

2 2 関　　琴音
天童ＳＳ

高１
 2:12.09 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/29
山形県 （742） 東京・東京辰巳国際水泳場

3 3 赤石　朱李
東北

高３
 2:12.27 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/06/30
宮城県 （739） セントラルスポーツ宮城G21プール

4 4 田中　沙羅
花巻ＳＦ

高３
 2:12.87 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （729） 盛岡市立総合プール

5 5 堀米　玲菜
山形中央

高１
 2:12.96 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （728） 鶴岡市民プール

6 6 菊田　真生
安積黎明

高２
 2:13.56 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
福島県 （718） 郡山しんきん開成山プール

7 赤間　彩生
北海道大

大１
 2:16.64 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （670） 秋田県立総合プール

8 7 安食　理加
山辺

高１
 2:16.80 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
山形県 （668） 盛岡市立総合プール

9 8 菅野　凪紗
イトマン向山

高３
 2:16.81 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/06/30
宮城県 （668） セントラルスポーツ宮城G21プール

10 9 柿崎　杏弥
秋田ＡＣ

高２
 2:17.00 第41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

2019/01/13
秋田県 （665） 秋田県立総合プール

11 10 渡会　日菜
鶴岡ＳＣ

高１
 2:17.02 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （665） 鶴岡市民プール

12 1 松坂　星夏
天童ＳＳ

小６
 2:17.26 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17 東学新
山形県 （661） 鶴岡市民プール

13 1 長谷川葉月
WING五所川原

中２
 2:17.40 第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
青森県 （659） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

14 2 後藤　来未
酒田一

中２
 2:18.26 平成３０年度 飽海地区中学校総合体育大会 水泳競技大

2018/06/17
山形県 （647） 酒田市光ケ丘プール

15 3 渡辺　　杏
セントラル泉

中２
 2:18.93 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/29
宮城県 （638） 東京・東京辰巳国際水泳場

16 11 小野　　雅
鶴岡ＳＣ

高１
 2:19.03 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （636） 鶴岡市民プール

17 12 我妻　汐音
東北

高２
 2:19.19 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （634） セントラルＧ２１

18 13 佐々木咲耶
コナミ北上

高１
 2:19.76 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （626） 盛岡市立総合プール

19 14 坪田　愛生
八戸工大一高

高２
 2:20.60 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （615） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

20 15 千葉あんな
ＳＡ一関

高１
 2:20.90 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （611） 盛岡市立総合プール

・ 4 上村　彩夏
秋田ＡＣ

中２
 2:20.96 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （610） 秋田県立総合プール

・ 5 小山　　藍
セントラル泉

中２
 2:20.98 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/12
宮城県 （610） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 16 片野　亜依
八戸工大一高

高１
 2:21.39 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （605） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 17 山本　未有
ヤクルト東

高１
 2:21.48 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （604） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 18 小池　　和
鶴岡ＳＣ

高３
 2:21.57 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （603） 鶴岡市民プール

・ 6 髙山　未有
鶴岡三

中３
 2:21.62 第４９回　田川地区中体連総合体育大会水泳競技大会

2018/06/17
山形県 （602） 鶴岡市民プール

・ 19 大塲　妃優
酒田水泳教室

高３
 2:21.68 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （601） 鶴岡市民プール

・ 20 大野　蒼生
磐城桜が丘

高２
 2:21.80 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
福島県 （600） 盛岡市立総合プール

・ 7 秋山　栞名
SW大教二本松

中３
 2:22.16 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （595） 福島SS保原

・ 工藤　有紗
東北学院大

大２
 2:22.24 第７回北部学生春季公認記録会

2018/05/13
宮城県 （594） セントラルスポーツ宮城G２１プール
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・ 8 吉川　綾那
ＳＡむつ

中２
 2:22.35 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （593） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 21 中川　愛佳
弘前

高２
 2:22.43 第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/02
青森県 （592） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 9 原子　奈優
ヤクルト東

中２
 2:22.59 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （590） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 22 渡辺　紗夜
グートＳＣ

高２
 2:22.76 ２０１８年　山形県短水路内陸地区水泳記録会

2018/06/03
山形県 （588） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 10 井出　　麗
アシスト

中２
 2:22.78 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/12
宮城県 （587） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 23 永井　奏実
磐城

高１
 2:22.81 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
福島県 （587） 郡山しんきん開成山プール

・ 11 大村　心優
ピュア仙南

中３
 2:23.61 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （577） セントラルＧ２１

・ 12 斎藤　琉那
秋田ＳＳ

中３
 2:23.90 第45回 秋田市ジュニア選手強化水泳記録会

2018/12/02
秋田県 （574） 秋田県立総合プール

・ 13 佐藤　明香
ヤクルト八戸

中３
 2:24.42 第６７回秋季南部地方水泳競技選手権大会

2018/09/09
青森県 （568） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 14 菅原　果歩
ＪＳＳ仙台

中２
 2:24.68 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
宮城県 （565） 盛岡市立総合プール

・ 24 千田　恭子
ＪＳＳ北上

高２
 2:25.02 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （561） 盛岡市立総合プール

・ 15 杉渕あゆな
ウイング八戸

中２
 2:25.67 第41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

2018/11/10
青森県 （553） 鰺ケ沢町室内温水プール

・ 25 小松　蒼依
秋田ＡＣ

高１
 2:25.77 第41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

2019/01/13
秋田県 （552） 秋田県立総合プール

・ 16 青柳　南渚
サガエＳＣ

中３
 2:25.91 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （550） 鶴岡市民プール

・ 17 上野　　凜
ＪＳＳ北上

中３
 2:26.04 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （549） 盛岡市立総合プール

・ 18 齋藤　羽凪
郡山インター

中１
 2:26.11 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （548） ユラックス熱海

・ 26 伊藤　亜蓮
ＳＡ一関

高１
 2:26.48 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （544） 盛岡市立総合プール

・ 27 照井　咲貴
花巻東

高２
 2:26.79 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
岩手県 （541） 盛岡市立総合プール

・ 28 高橋　　凜
常盤木学園

高２
 2:27.20 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
宮城県 （536） セントラルＧ２１プール

・ 19 庄司　百寿
ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ

中２
 2:27.23 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （536） セントラルＧ２１

・ 29 大友　緋向
利府

高２
 2:27.48 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
宮城県 （533） 盛岡市立総合プール

・ 20 佐藤　鈴奈
ＳＡ一関

中３
 2:27.77 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （530） 盛岡市立総合プール

・ 21 小原希々颯
天童ＳＳ

中２
 2:27.85 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （529） 鶴岡市民プール

・ 30 狩野　瑠瑠
ピュア福島東

高１
 2:28.28 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （524） 福島SS保原

・ 22 茂庭　侑里
小松笑泳塾

中２
 2:28.60 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （521） セントラルＧ２１

・ 23 芳賀　恵莉
郡山南ｲﾝﾀｰ

中２
 2:29.03 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （516） 郡山ユラックス熱海

・ 24 千葉　心寧
ＳＡ一関

中２
 2:29.44 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （512） 盛岡市立総合プール

・ 25 大井　愛生
SA相馬

中２
 2:29.64 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （510） ユラックス熱海

・ 26 小笠原菜花
造道

中３
 2:30.43 第53回青森市内春季高等学校水泳競技大会

2018/05/27
青森県 （502） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 27 笹原　琉愛
福島SS保原

中１
 2:30.50 第１３回　祓川杯

2018/09/30
福島県 （501） 福島ＳＳ保原
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・ 28 髙橋ここあ
福島SS保原

中１
 2:30.69 第１３回　祓川杯

2018/09/30
福島県 （500） 福島ＳＳ保原

・ 29 本明来々寧
ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ

中２
 2:30.73 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （499） セントラルＧ２１

・ 30 角田　莉緒
SW大教郡山

中１
 2:30.85 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （498） ユラックス熱海

・ 2 福島　光結
ﾋﾟｭｱ福島南

小６
 2:31.21 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （494） ユラックス熱海

・ 3 中野　柚希
ｻﾝﾌﾙﾄSC

小６
 2:32.87 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （479） 秋田県立総合プール

・ 4 渡辺　　杜
セントラル泉

小６
 2:34.29 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （465） セントラルＧ２１

・ 5 坂本まひる
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

小６
 2:44.22 平成30年度　第3回　秋田県ジュニア水泳記録会

2018/10/21
秋田県 （386） 県立総合プール

・ 6 山本　舞桜
ヤクルト弘前

小６
 2:44.65 第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
青森県 （383） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 7 小林　璃世
ユースポーツ

小６
 2:48.84 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （355） セントラルＧ２１

・ 8 柴崎　花凛
ＳＡむつ

小５
 2:49.14 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （353） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 9 岩間　祐美
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

小６
 2:50.21 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （347） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 10 館山　咲音
青森ヤクルト

小６
 2:52.07 第７回冨田重次郎杯水泳競技大会

2018/09/02
青森県 （335） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 11 加賀谷　翠
秋田ＳＳ

小６
 2:55.67 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （315） 秋田県立総合プール
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1 1 千葉すみれ
ＳＡ一関

高３
 1:03.86 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （698） 盛岡市立総合プール

2 2 阿部なつき
青森

高２
 1:05.28 平成30年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （654） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

3 1 千葉　彩佳
福岡中

中２
 1:05.84 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （637） 盛岡市立総合プール

4 2 長谷川葉月
WING五所川原

中２
 1:06.38 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （622） 青森ヤクルトスイミングスクール

5 3 瀬川　結理
ＳＡ一関

高１
 1:06.40 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （621） 盛岡市立総合プール

6 4 大和茉里亜
秋田北

高３
 1:06.48 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （619） 秋田県立総合プール

7 5 及川　羽藍
不来方

高２
 1:07.40 第１３回西和賀町水泳協会　会長杯記録会

2018/10/07
岩手県 （594） 西和賀町湯本屋内温水プール

8 3 宮﨑　夢乃
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中２
 1:07.57 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （589） 秋田県立総合プール

9 6 千葉　美南
水沢第一

高２
 1:07.82 第１３回西和賀町水泳協会　会長杯記録会

2018/10/07
岩手県 （583） 西和賀町湯本屋内温水プール

10 4 山田　麗真
ヤクルト東

中２
 1:08.02 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （578） 青森ヤクルトスイミングスクール

11 7 大川　　和
東奥義塾

高１
 1:08.24 平成30年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （572） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

12 5 高松　美緒
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

中２
 1:08.53 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （565） 青森ヤクルトスイミングスクール

13 8 佐々木柚那
ＪＳＳ北上

高３
 1:08.61 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （563） 盛岡市立総合プール

14 9 伊藤　亜蓮
ＳＡ一関

高１
 1:08.83 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （558） 盛岡市立総合プール

15 10 佐々木和音
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

高１
 1:08.99 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （554） 秋田県立総合プール

16 11 嶋崎　美鈴
ｾﾝﾄﾗﾙ土崎

高２
 1:09.15 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （550） 秋田県立総合プール

17 12 那須　玲奈
ＳＡ一関

高１
 1:09.37 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （545） 盛岡市立総合プール

18 6 千葉　彩佳
福岡MSC

中２
 1:09.40 第１３回西和賀町水泳協会　会長杯記録会

2018/10/07
岩手県 （544） 西和賀町湯本屋内温水プール

19 7 北向　翠花
セ・盛岡

中１
 1:10.53 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （518） 盛岡市立総合プール

20 1 髙橋　　凛
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

小６
 1:10.74 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （514） 秋田県立総合プール

・ 13 千葉あんな
ＳＡ一関

高１
 1:10.77 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （513） 盛岡市立総合プール

・ 14 西裏　結羽
花巻東

高２
 1:10.83 第１３回西和賀町水泳協会　会長杯記録会

2018/10/07
岩手県 （512） 西和賀町湯本屋内温水プール

・ 15 春日　楓香
ヤクルト八戸

高２
 1:10.94 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （509） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 16 中川　愛佳
弘前

高２
 1:11.13 平成30年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （505） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 8 大江穂乃佳
山形ＤＣ

中１
 1:11.46 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （498） 鶴岡市民プール

・ 2 讃岐　結月
酒田水泳教室

小６
 1:12.04 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （486） 鶴岡市民プール

・ 9 唐土　愛生
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

中１
 1:12.04 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （486） 秋田県立総合プール

・ 17 片野　亜依
八戸工大一

高１
 1:12.30 平成30年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （481） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 10 福田　明里
福岡

中２
 1:12.82 第１６回森山水泳競技大会

2018/12/09
岩手県 （471） 森山総合公園生涯スポーツセンター温水プール

・ 11 飯野　華撫
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

中１
 1:12.86 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （470） 秋田県立総合プール
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・ 12 矢吹　心優
ウイング三沢

中２
 1:12.91 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （469） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 18 田中　陽菜
ヤクルト八戸

高２
 1:12.91 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （469） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 3 齋藤由依菜
アシスト

小６
 1:13.00 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
宮城県 （467） 鶴岡市民プール

・ 13 引木　雅妃
ヤクルト八戸

中３
 1:13.13 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （465） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 19 土井　実莉
小松笑泳塾

高１
 1:13.23 第１３回西和賀町水泳協会　会長杯記録会

2018/10/07
宮城県 （463） 西和賀町湯本屋内温水プール

・ 4 佐藤　凛愛
酒田水泳教室

小６
 1:13.94 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （450） 鶴岡市民プール

・ 5 島貫　瑶椛
山形ＳＣ

小６
 1:14.00 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （449） 鶴岡市民プール

・ 14 大川　和紗
ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ

中１
 1:14.18 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （445） 秋田県立総合プール

・ 15 西井　彩華
ｾﾝﾄﾗﾙ横手

中３
 1:14.26 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （444） 秋田県立総合プール

・ 6 加藤　美音
セントラル泉

小４
 1:14.44 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
宮城県 （441） 鶴岡市民プール

・ 20 上路　奏来
ＰＡＷＳＣ

高１
 1:14.51 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （439） 盛岡市立総合プール

・ 16 茂庭　侑里
小松笑泳塾

中２
 1:14.60 第１３回西和賀町水泳協会　会長杯記録会

2018/10/07
宮城県 （438） 西和賀町湯本屋内温水プール

・ 21 齊藤あすか
東奥学園

高２
 1:14.95 平成30年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （432） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 17 竹内さくら
秋田ＡＣ大曲

中１
 1:15.06 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （430） 秋田県立総合プール

・ 18 佐藤　妃咲
ヤクルト東

中１
 1:15.25 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （427） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 7 佐藤　　皐
ｽﾊﾟｰﾙｱｸｱ

小６
 1:15.43 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （424） 鶴岡市民プール

・ 19 吉田　姫奈
ウイング八戸

中１
 1:15.45 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （423） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 8 阿部愛理菜
天童ＳＳ

小５
 1:15.48 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （423） 鶴岡市民プール

・ 20 小笠原雅美
WING五所川原

中２
 1:15.75 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （418） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 22 石岡　　夢
ヤクルト東

高２
 1:15.90 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （416） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 21 三浦こころ
ヤクルト東

中２
 1:16.00 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （414） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 9 三井ほのか
酒田水泳教室

小５
 1:16.32 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （409） 鶴岡市民プール

・ 10 伊藤　　葵
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

小６
 1:16.33 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （409） 鶴岡市民プール

・ 11 山田　七楓
ヤクルト八戸

小４
 1:16.45 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （407） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 12 渡辺　愛理
山形ＳＣ

小６
 1:16.62 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （404） 鶴岡市民プール

・ 23 岩井　紅葉
不来方

高１
 1:16.62 第１６回森山水泳競技大会

2018/12/09
岩手県 （404） 森山総合公園生涯スポーツセンター温水プール

・ 13 松田　凜佳
アシスト

小６
 1:16.63 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
宮城県 （404） 鶴岡市民プール

・ 14 伊藤　愛実
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

小６
 1:16.90 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （400） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 24 茂木美紗江
小松笑泳塾

高２
 1:16.98 第１３回西和賀町水泳協会　会長杯記録会

2018/10/07
宮城県 （398） 西和賀町湯本屋内温水プール

・ 22 下久保喬佳
ｳｲﾝｸﾞ十和田

中３
 1:17.23 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （395） 青森ヤクルトスイミングスクール



女子 100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ

順
位

高
校

中
学

学
童

氏　　　名
所　属

学年
記録 大会名

樹立日 備考
県　名 ＦＩＮＡポイント 会場

・ 15 佐藤　夢那
ｽﾊﾟｰﾙｱｸｱ

小６
 1:17.41 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （392） 鶴岡市民プール

・ 16 八木澤麻衣
ヤクルト東

小５
 1:17.44 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （391） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 17 佐藤碧由奈
水沢ＳＣ

小５
 1:17.62 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （389） 盛岡市立総合プール

・ 23 齊藤　妃良
山形ＤＣ

中１
 1:17.73 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （387） 鶴岡市民プール

・ 24 成田和嘉乃
ヤクルト東

中１
 1:18.44 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （377） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 18 石橋　結夏
ＫＳＧ東北

小５
 1:18.54 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （375） 鶴岡市民プール

・ 19 齋藤　陽央
酒田水泳教室

小６
 1:18.75 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （372） 鶴岡市民プール

・ 25 千葉　倫子
江刺第一

中２
 1:18.95 第１６回森山水泳競技大会

2018/12/09
岩手県 （369） 森山総合公園生涯スポーツセンター温水プール

・ 20 山本　舞桜
ヤクルト弘前

小６
 1:19.20 第７回冨田重次郎杯水泳競技大会

2018/09/02
青森県 （366） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 21 三浦　愛莉
二戸ＳＳ

小５
 1:19.28 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （365） 盛岡市立総合プール

・ 22 須藤　月渚
ヤクルト弘前

小６
 1:19.36 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （364） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 23 山﨑　　繭
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

小５
 1:19.40 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （363） 鶴岡市民プール

・ 24 猪股　茉央
GSM尾花沢

小６
 1:19.54 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （361） 鶴岡市民プール

・ 25 関　　彩奈
山形ＤＣ

小５
 1:19.64 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （360） 鶴岡市民プール

・ 26 松岡　歩咲
酒田水泳教室

小５
 1:19.67 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （359） 鶴岡市民プール

・ 26 藤原柚実香
秋田ＡＣ湯沢

中１
 1:19.78 平成30年度　第3回　秋田県ジュニア水泳記録会

2018/10/21
秋田県 （358） 県立総合プール

・ 27 清水　菜那
山形ＤＣ

小６
 1:19.96 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （355） 鶴岡市民プール

・ 28 佐藤　絢音
アシスト

小５
 1:20.12 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
宮城県 （353） 鶴岡市民プール

・ 29 小笠原莉子
ヤクルト東

小４
 1:20.48 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （349） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 27 棔　　芽衣
ヤクルト八戸

中２
 1:20.78 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （345） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 30 元木　　友
ヤクルト東

小５
 1:21.03 第７回冨田重次郎杯水泳競技大会

2018/09/02
青森県 （342） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 28 米谷　　澪
ヤクルト東

中２
 1:21.95 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （330） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 29 鈴木　佑実
長井ＳＣ

中１
 1:23.12 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （316） 鶴岡市民プール

・ 25 木村ひとみ
八戸

高１
 1:23.43 平成30年度青森県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権水泳競技大会

2018/09/23
青森県 （313） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 30 寺井　暖葵
ウイング三沢

中２
 1:24.36 第13回青森県スプリント水泳競技大会

2018/10/14
青森県 （303） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 26 渡部　智歩
秋田ＡＣ

高２
 1:24.56 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （300） 秋田県立総合プール

・ 27 小原　琴美
不来方

高１
 1:29.00 第１６回森山水泳競技大会

2018/12/09
岩手県 （258） 森山総合公園生涯スポーツセンター温水プール

・ 28 鈴木　祐璃
小松笑泳塾

高２
 1:43.15 第１３回西和賀町水泳協会　会長杯記録会

2018/10/07
宮城県 （165） 西和賀町湯本屋内温水プール
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1 1 今泉　沙彩
八戸工大一高

高３
 2:16.90 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （705） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

2 2 青塚　美澪
ユースポーツ

高２
 2:17.59 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （694） セントラルスポーツ宮城G21プール

3 3 中園　千尋
東北

高３
 2:17.61 第３２回短水路選手権

2018/12/16
宮城県 （694） セントラルＧ２１

4 1 小原希々颯
天童ＳＳ

中２
 2:18.31 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （683） 鶴岡市民プール

5 4 大和茉里亜
秋田ＡＣ

高３
 2:18.87 第41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

2019/01/13
秋田県 （675） 秋田県立総合プール

6 5 千葉すみれ
ＳＡ一関

高３
 2:19.00 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （673） 盛岡市立総合プール

7 6 中島千咲代
ＪＳＳ盛岡

高２
 2:19.17 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （671） 盛岡市立総合プール

8 7 田中　沙羅
花巻ＳＦ

高３
 2:19.29 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （669） 盛岡市立総合プール

9 8 千葉　美南
水沢ＳＣ

高２
 2:19.61 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （665） 盛岡市立総合プール

10 9 阿部なつき
ヤクルト東

高２
 2:19.99 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （659） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

11 10 加藤　優奈
日大山形

高１
 2:20.55 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （651） 鶴岡市民プール

12 1 松坂　星夏
天童ＳＳ

小６
 2:20.96 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （646） 鶴岡市民プール

13 11 髙梨由佳理
日大山形

高３
 2:21.29 平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26
山形県 （641） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

14 2 浅沼　芽依
ＪＳＳ盛岡

中３
 2:21.30 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （641） 盛岡市立総合プール

15 12 菅家　綾美
郡山インター

高１
 2:21.49 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （638） ユラックス熱海

16 3 渡辺　　杏
セントラル泉

中２
 2:21.60 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （637） セントラルスポーツ宮城G21プール

17 13 我妻　汐音
東北

高２
 2:21.75 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
宮城県 （635） セントラルＧ２１プール

18 14 佐藤　夏希
鶴岡ＳＣ

高２
 2:21.80 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （634） 鶴岡市民プール

19 15 赤石　朱李
東北

高３
 2:21.92 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
宮城県 （633） セントラルスポーツ宮城G21プール

20 4 辻山　小珀
ＳＡ一関

中２
 2:21.97 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （632） 盛岡市立総合プール

・ 16 渡会　日菜
鶴岡ＳＣ

高１
 2:22.46 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （625） 鶴岡市民プール

・ 17 工藤　真輝
ＪＳＳ仙台

高３
 2:22.49 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （625） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 5 山田　麗真
ヤクルト東

中２
 2:22.72 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （622） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 6 千葉　彩佳
福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

中２
 2:22.87 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （620） 盛岡市立総合プール

・ 18 吉田　花穂
ＪＳＳ青山

高３
 2:22.94 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （619） 盛岡市立総合プール

・ 19 東條　真奈
ＪＳＳ盛岡

高２
 2:23.02 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （618） 盛岡市立総合プール

・ 20 山田　　彩
青森ヤクルト

高２
 2:23.24 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （615） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 21 渡邉　琉唯
山形中央

高３
 2:23.27 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （615） 鶴岡市民プール

・ 22 柴崎ひなた
日大山形

高１
 2:23.30 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （614） 鶴岡市民プール

・ 2 片野　由菜
ウイング八戸

小６
 2:23.42 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （613） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ
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・ 23 菅原　美紅
ＪＳＳ仙台

高３
 2:23.46 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （612） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 24 嶋崎　美鈴
聖霊

高２
 2:23.50 第50回秋田県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
秋田県 （612） 秋田県立総合プール

・ 3 井上　葵陽
SW大教小名浜

小６
 2:23.62 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
福島県 （610） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 4 小笠原佳穂
ヤクルト東

小６
 2:23.73 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （609） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 25 伊藤　亜蓮
東北

高１
 2:23.75 平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
宮城県 （609） セントラルＧ２１プール

・ 26 高橋菜々花
秋田ＡＣ大曲

高３
 2:23.82 第44回秋田市秋季クラブ対抗水泳競技大会

2018/11/11
秋田県 （608） 秋田県立総合プール

・ 7 宮﨑　夢乃
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中２
 2:23.87 第45回 秋田市ジュニア選手強化水泳記録会

2018/12/02
秋田県 （607） 秋田県立総合プール

・ 8 野村　真滉
三内

中３
 2:24.10 第53回青森市内春季高等学校水泳競技大会

2018/05/27
青森県 （604） 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 27 瀬川　結理
一関第一

高１
 2:24.22 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
岩手県 （603） 盛岡市立総合プール

・ 9 齋藤　真子
SW大教二本松

中１
 2:24.39 第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
福島県 （601） 福島ＳＳ保原

・ 10 石井　胡春
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中２
 2:24.44 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
秋田県 （600） 秋田県立総合プール

・ 28 井口　美祐
セントラル泉

高３
 2:24.59 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （598） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 29 石川　芽生
鶴岡ＳＣ

高３
 2:24.70 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （597） 鶴岡市民プール

・ 30 山田　琉愛
郡山インター

高１
 2:24.74 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （596） 福島SS保原

・ 11 吉川　綾那
アカデミーむつ

中２
 2:24.98 第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
青森県 （593） ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 5 駿河　　藍
ＪＳＳ青山

小６
 2:25.22 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （590） 盛岡市立総合プール

・ 12 庄司萌々華
ＪＳＳ南光台

中３
 2:25.76 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
宮城県 （584） 盛岡市立総合プール

・ 13 長岡　愛海
天童ＳＳ

中１
 2:26.96 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
山形県 （570） 鶴岡市民プール

・ 14 木口　真優
セントラル泉

中３
 2:27.05 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （569） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 15 滝村　璃子
ＪＳＳ盛岡

中１
 2:27.33 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （565） 盛岡市立総合プール

・ 16 菊地　智与
ユースポーツ

中３
 2:27.38 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （565） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 17 山口　千乃
山形ＤＣ

中３
 2:27.41 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （564） 鶴岡市民プール

・ 18 工藤　佳奈
ＪＳＳ南光台

中３
 2:27.87 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （559） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 6 森崎安加里
セントラル泉

小６
 2:28.05 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
宮城県 （557） 鶴岡市民プール

・ 19 福岡　　碧
青森ヤクルト

中２
 2:28.10 第41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

2018/11/11
青森県 （557） 鰺ケ沢町室内温水プール

・ 20 村上　結莉
ＪＳＳ青山

中２
 2:28.13 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （556） 盛岡市立総合プール

・ 21 村田　萌生
ＪＳＳ青山

中１
 2:28.33 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （554） 盛岡市立総合プール

・ 22 二階堂明奈
ﾙﾈｻﾝｽ福島

中１
 2:28.53 第１３回　祓川杯

2018/09/30
福島県 （552） 福島ＳＳ保原

・ 23 菅家　成美
郡山インター

中２
 2:28.55 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （552） ユラックス熱海

・ 24 千葉　心寧
ＳＡ一関

中２
 2:28.66 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （550） 盛岡市立総合プール



女子 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ

順
位

高
校

中
学

学
童

氏　　　名
所　属

学年
記録 大会名

樹立日 備考
県　名 ＦＩＮＡポイント 会場

・ 25 後藤　来未
酒田一

中２
 2:28.72 平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
山形県 （550） 酒田市光ケ丘プール

・ 26 井出　　麗
アシスト

中２
 2:28.80 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
宮城県 （549） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 27 及川菜々恵
ＳＡ一関

中２
 2:28.97 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （547） 盛岡市立総合プール

・ 28 鈴木　依桜
金井

中１
 2:29.19 平成３０年度　山形市中学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/17
山形県 （544） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 29 高松　美緒
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

中２
 2:29.25 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
青森県 （544） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 30 畠山　　爽
ＳＡ石巻

中２
 2:29.46 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （542） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 7 渡辺　　杜
セントラル泉

小６
 2:29.70 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
宮城県 （539） 鶴岡市民プール

・ 8 近藤カエラ
秋田ＡＣ

小６
 2:30.07 第44回秋田市秋季クラブ対抗水泳競技大会

2018/11/11
秋田県 （535） 秋田県立総合プール

・ 9 佐々木花梨
ＪＳＳ青山

小６
 2:31.49 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （520） 盛岡市立総合プール

・ 10 髙橋　桜心
ＪＳＳ青山

小６
 2:31.91 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （516） 盛岡市立総合プール

・ 11 伊藤　晴日
ＫＳＧ東北

小６
 2:33.07 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （504） 鶴岡市民プール

・ 12 齋藤由依菜
アシスト

小６
 2:34.44 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
宮城県 （491） 鶴岡市民プール

・ 13 小野寺胡桃
ＪＳＳ青山

小６
 2:35.28 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （483） 盛岡市立総合プール

・ 14 瀧澤　千尋
ＳＡ一関

小６
 2:35.40 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （482） 盛岡市立総合プール

・ 15 福島　光結
ﾋﾟｭｱ福島南

小６
 2:35.50 第１３回　祓川杯

2018/09/30
福島県 （481） 福島ＳＳ保原

・ 16 長岡　海涼
天童ＳＳ

小５
 2:35.69 第４１回 全国ＪＯＣジュニアオリンピック春季県予選

2019/01/27
山形県 （479） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 17 佐藤　　雫
酒田水泳教室

小６
 2:35.87 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （477） 鶴岡市民プール

・ 18 前田　望羽
ＳＡ一関

小６
 2:35.98 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （476） 盛岡市立総合プール

・ 19 石垣ひまわり
セントラル泉

小４
 2:36.11 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
宮城県 （475） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 20 古川　杏実
花巻ＳＦ

小６
 2:36.75 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （469） 盛岡市立総合プール

・ 21 佐野　結衣
国見ＳＣ

小６
 2:36.81 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （469） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 22 池田　樹里
山形ＤＣ

小６
 2:36.82 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （469） 鶴岡市民プール

・ 23 渡邉　沙妃
アシスト

小４
 2:36.86 第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
宮城県 （468） 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 24 北村　友花
盛岡ＳＳ

小６
 2:37.01 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
岩手県 （467） 盛岡市立総合プール

・ 25 阿部愛理菜
天童ＳＳ

小５
 2:37.19 第４１回 全国ＪＯＣジュニアオリンピック春季県予選

2019/01/27
山形県 （465） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 26 安野　　憧
鶴岡ＳＣ

小６
 2:37.52 山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
山形県 （462） 酒田市光ケ丘プール

・ 27 佐藤　凛愛
酒田水泳教室

小６
 2:37.60 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/13
山形県 （462） 鶴岡市民プール

・ 28 類家　美紅
ウイング八戸

小３
 2:37.66 第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
青森県 （461） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 29 讃岐　結月
酒田水泳教室

小６
 2:38.08 ２０１８年 山形県短水路庄内地区記録会

2018/06/02
山形県 （458） 酒田市光ケ丘プール

・ 29 中田　花菜
ユースポーツ

小６
 2:38.08 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
宮城県 （458） セントラルスポーツ宮城G21プール
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1 1 中島千咲代
ＪＳＳ盛岡

高２
 4:46.10 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （741） 盛岡市立総合プール

2 2 中園　千尋
東北

高３
 4:47.65 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱAA級夏季水泳競技大会

2018/07/08
宮城県 （729） セントラルスポーツ宮城G21プール（宮城県総合運動公

3 3 今泉　沙彩
八戸工大一

高３
 4:48.57 第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/02
青森県 （722） 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

4 1 小原希々颯
天童ＳＳ

中２
 4:50.66 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （707） 鶴岡市民プール

5 4 千葉　美南
水沢ＳＣ

高２
 4:54.92 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （676） 盛岡市立総合プール

6 5 大和茉里亜
秋田北

高３
 4:55.14 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （675） 秋田県立総合プール

7 2 辻山　小珀
ＳＡ一関

中２
 4:55.95 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （669） 盛岡市立総合プール

8 6 渡会　日菜
鶴岡ＳＣ

高１
 4:56.63 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （665） 鶴岡市民プール

9 7 青塚　美澪
ユースポーツ

高２
 4:56.90 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/12
宮城県 （663） セントラルスポーツ宮城G21プール

10 8 工藤　真輝
ＪＳＳ仙台

高３
 4:57.01 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/26
宮城県 （662） セントラルスポーツ宮城G21プール

11 9 佐藤　夏希
鶴岡ＳＣ

高２
 4:57.50 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （659） 鶴岡市民プール

12 3 吉川　綾那
ＳＡむつ

中２
 5:00.08 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （642） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

13 10 髙山　理乃
ジーラックSC

高２
 5:01.63 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （632） ユラックス熱海

14 4 山田　麗真
ヤクルト東

中２
 5:01.70 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （632） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

15 5 浅沼　芽依
ＪＳＳ盛岡

中３
 5:01.71 第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
岩手県 （632） 盛岡市立総合プール

16 11 東條　真奈
ＪＳＳ盛岡

高２
 5:02.04 第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
岩手県 （630） 盛岡市立総合プール

17 12 我妻　汐音
東北

高２
 5:02.10 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （629） セントラルＧ２１

18 13 大塲　妃優
酒田水泳教室

高３
 5:03.30 ２０１８年 山形県短水路庄内地区記録会

2018/06/02
山形県 （622） 酒田市光ケ丘プール

18 13 嶋崎　美鈴
聖霊

高２
 5:03.30 第50回秋田県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
秋田県 （622） 秋田県立総合プール

20 15 小笠原愛華
大館国際情報

高２
 5:03.61 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （620） 秋田県立総合プール

・ 16 安食　理加
山形ＳＣ

高１
 5:04.37 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （615） 鶴岡市民プール

・ 6 石井　胡春
ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中２
 5:04.89 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （612） 秋田県立総合プール

・ 7 三島　凜花
イトマン向山

中３
 5:05.48 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/06/30
宮城県 （609） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 8 齋藤　真子
SW大教二本松

中１
 5:05.77 第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
福島県 （607） 福島SS保原

・ 17 山田　琉愛
日大東北

高１
 5:05.88 第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
福島県 （606） 郡山しんきん開成山プール

・ 18 井口　美祐
セントラル泉

高３
 5:06.04 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/06/30
宮城県 （605） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 19 千葉あんな
ＳＡ一関

高１
 5:06.36 平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
岩手県 （603） 盛岡市立総合プール

・ 20 佐藤　里奈
ヤマザワ

高３
 5:06.99 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （600） 鶴岡市民プール

・ 21 佐藤　恵都
天童ＳＳ

高３
 5:07.59 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （596） 鶴岡市民プール

・ 22 瀬川　結理
ＳＡ一関

高１
 5:07.70 平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
岩手県 （595） 盛岡市立総合プール
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・ 23 伊藤　亜蓮
東北

高１
 5:07.73 第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
宮城県 （595） 盛岡市立総合プール

・ 24 片野　亜依
八戸工大一高

高１
 5:07.95 第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
青森県 （594） 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 25 伊藤　亜蓮
ＳＡ一関

高１
 5:08.22 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （592） 盛岡市立総合プール

・ 9 千葉　心寧
ＳＡ一関

中２
 5:09.19 第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
岩手県 （587） 盛岡市立総合プール

・ 10 篠原布納華
SW大教いわき

中１
 5:10.25 第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
福島県 （581） 郡山ユラックス熱海

・ 11 畠山　　爽
ＳＡ石巻

中２
 5:10.33 2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/12
宮城県 （580） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 12 菊地　智与
ユースポーツ

中３
 5:10.46 2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/26
宮城県 （580） セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 13 茂庭　侑里
小松笑泳塾

中２
 5:10.58 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （579） セントラルＧ２１

・ 14 杉渕あゆな
ウイング八戸

中２
 5:10.64 第41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

2018/11/10
青森県 （579） 鰺ケ沢町室内温水プール

・ 26 那須　玲奈
ＳＡ一関

高１
 5:10.93 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （577） 盛岡市立総合プール

・ 15 高松　美緒
ｾﾝﾄﾗﾙ八戸

中２
 5:11.06 第41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

2018/11/10
青森県 （576） 鰺ケ沢町室内温水プール

・ 16 後藤　来未
酒田一

中２
 5:11.19 平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
山形県 （576） 酒田市光ケ丘プール

・ 17 小山　　藍
セントラル泉

中２
 5:11.33 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （575） セントラルＧ２１

・ 18 角田　莉緒
SW大教郡山

中１
 5:12.14 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （570） ユラックス熱海

・ 27 中山　実咲
郡山インター

高１
 5:12.52 第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
福島県 （568） ユラックス熱海

・ 19 髙山　未有
鶴岡ＳＣ

中３
 5:12.64 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （568） 鶴岡市民プール

・ 28 渡邉　　杏
鶴岡ＳＣ

高１
 5:13.14 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （565） 鶴岡市民プール

・ 20 及川菜々恵
ＳＡ一関

中２
 5:13.52 第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
岩手県 （563） 盛岡市立総合プール

・ 29 齋藤　京香
酒田水泳教室

高３
 5:13.72 平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
山形県 （562） 鶴岡市民プール

・ 30 鷹羽　璃乃
盛岡南

高２
 5:13.89 第５６回岩手県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
岩手県 （561） 岩手県営屋内温水プール

・ 21 小野　真愛
ヤマザワ

中３
 5:14.63 ２０１８年　山形県短水路内陸地区水泳記録会

2018/06/03
山形県 （557） 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 22 山口　千乃
山形ＤＣ

中３
 5:15.09 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （555） 鶴岡市民プール

・ 23 佐藤　心愛
酒田水泳教室

中２
 5:15.32 ２０１８年 山形県短水路庄内地区記録会

2018/06/02
山形県 （553） 酒田市光ケ丘プール

・ 1 近藤カエラ
秋田ＡＣ

小６
 5:15.58 第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
秋田県 （552） 秋田県立総合プール

・ 24 青柳　南渚
サガエＳＣ

中３
 5:15.67 第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
山形県 （551） 鶴岡市民プール

・ 25 石井　未緒
ウイング八戸

中１
 5:16.31 第41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

2018/07/07
青森県 （548） 鯵ヶ沢町室内温水プール

・ 26 早坂　永亜
酒田水泳教室

中３
 5:17.59 ２０１８年 山形県短水路庄内地区記録会

2018/06/02
山形県 （541） 酒田市光ケ丘プール

・ 27 佐藤　美月
鶴岡ＳＣ

中１
 5:18.14 2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
山形県 （539） 鶴岡市民プール

・ 28 奥山　乃葵
グートＳＣ

中２
 5:18.56 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （537） 鶴岡市民プール

・ 29 本明来々寧
ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ

中２
 5:18.94 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （535） セントラルＧ２１



女子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ

順
位

高
校

中
学

学
童

氏　　　名
所　属

学年
記録 大会名

樹立日 備考
県　名 ＦＩＮＡポイント 会場

・ 30 滝村　璃子
ＪＳＳ盛岡

中１
 5:19.26 平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
岩手県 （533） 盛岡市立総合プール

・ 2 齋藤由依菜
アシスト

小６
 5:22.46 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （517） セントラルＧ２１

・ 3 小林　璃世
ユースポーツ

小６
 5:35.81 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （458） セントラルＧ２１

・ 4 山本　舞桜
ヤクルト弘前

小６
 5:37.99 第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
青森県 （449） 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 5 大原　梨桜
秋田ＡＣ

小６
 5:42.49 平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
秋田県 （432） 秋田県立総合プール

・ 6 丸山　優花
セントラル泉

小６
 5:46.78 第３２回短水路選手権

2018/12/15
宮城県 （416） セントラルＧ２１

・ 7 山﨑　　繭
ｾﾝﾄﾗﾙ東根

小５
 5:54.30 山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
山形県 （390） 鶴岡市民プール



女子 4×50m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

順
位

高
校

中
学

学
童 氏　　　名

所　　　属
学年 記録

大会名
樹立日 備考

県　名 会場

1 1
１ 千葉すみれ ２ 伊藤　亜蓮 ＳＡ一関

高校  1:49.26
第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
３ 瀬川　結理 ４ 那須　玲奈 岩手県 盛岡市立総合プール

2 2
１ 柿崎　杏弥 ２ 沢田　海音 秋田北

高校  1:50.71
第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
３ 杉渕　新菜 ４ 大和茉里亜 秋田県 秋田県立総合プール

3
１ 三浦　梅香 ２ 岩谷　咲来 東北学院大

大学  1:51.92
第７回北部学生春季公認記録会

2018/05/13
３ 小野　聖実 ４ 酒井みなみ 宮城県 セントラルスポーツ宮城G２１プール

4 3
１ 千葉　美南 ２ 村主　愛実 水沢ＳＣ

高校  1:52.80
平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
３ 高橋　杏実 ４ 千葉　栞奈 岩手県 盛岡市立総合プール

5 4
１ 阿部なつき ２ 中村　麻菜 ヤクルト東

高校  1:53.38
第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
３ 山本　未有 ４ 徳差妃奈子 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

6 1
１ 山田　麗真 ２ 原子　奈優 ヤクルト東

中学  1:53.59
第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
３ 佐々　舞桜 ４ 成田　　悠 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

7 1
１ 盛　　唱實 ２ 小笠原佳穂 ヤクルト東

小学  1:53.98
2018年度第6回青森県水泳連盟AA級大会

2019/02/24
３ 成田由佳里 ４ 八木澤麻衣 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

8 5
１ 赤間　明希 ２ 菊地　芽唯 秋田商業

高校  1:54.20
第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
３ 菊地芽吹樹 ４ 能代　美沙 秋田県 秋田県立総合プール

9
１ 山村　碧姫 ２ 片野　由菜 ウイング八戸

一般  1:54.37
第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
３ 楢舘　寿音 ４ 吉田　姫奈 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

10
１ 千葉　彩佳 ２ 酒井　夏実 福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

一般  1:54.91
平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
３ 山崎　有紀 ４ 山崎　桃子 岩手県 盛岡市立総合プール

10 2
１ 工藤　夢桜 ２ 和賀　　結 ＪＳＳ北上

小学  1:54.91
平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
３ 照井　　晴 ４ 中島　優月 岩手県 盛岡市立総合プール

12
１ 和賀　　結 ２ 中村　璃音 ＪＳＳ北上

一般  1:55.49
第４１回全国ＪＯＣカップ夏季県予選タイムトライアル

2018/07/29
３ 工藤　夢桜 ４ 照井　　晴 岩手県 盛岡市立総合プール

13 3
１ 菅原　向葵 ２ 細野　桜花 ＪＳＳ盛岡

小学  1:55.90
第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
３ 小瀬川花音 ４ 小苅米柚月 岩手県 盛岡市立総合プール

14 6
１ 山元　郁乃 ２ 笠井　裕代 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

高校  1:56.03
第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
３ 石田　梨沙 ４ 佐藤　陽菜 秋田県 秋田県立総合プール

15 7
１ 坪田　愛生 ２ 今泉　沙彩 八工大一高

高校  1:56.42
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 片野　亜依 ４ 楢舘　和音 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

16 2
１ 佐々木葵菜 ２ 中村　柚希 ヤクルト八戸

中学  1:56.51
第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
３ 向谷地涼香 ４ 佐藤　明香 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

17 8
１ 田中　陽菜 ２ 市川　楓子 ヤクルト八戸

高校  1:56.93
第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
３ 春日　楓香 ４ 片野　亜依 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

18 3
１ 吉田　姫奈 ２ 楢舘　寿音 八戸東中

中学  1:57.31
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 山本　花歩 ４ 山村　碧姫 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

19 4
１ 佐々木花梨 ２ 駿河　　藍 ＪＳＳ青山

小学  1:57.52
第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
３ 小野寺胡桃 ４ 髙橋　桜心 岩手県 盛岡市立総合プール

20 4
１ 有我　由宇 ２ 渡邉　寧來 郡山南ｲﾝﾀｰ

中学  1:57.68
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 芳賀　恵莉 ４ 有沼　明華 福島県 ユラックス熱海

・ 5
１ 福岡　　碧 ２ 野村　真滉 青森ヤクルト

中学  1:57.93
第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
３ 出町　未結 ４ 斉藤　愛袈 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

・
１ 山下　歩莉 ２ 中村　柚希 ヤクルト八戸

一般  1:57.98
第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
３ 佐藤　明香 ４ 片野　亜依 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 5
１ 細野　桜花 ２ 小瀬川花音 ＪＳＳ盛岡A

小学  1:58.33
平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
３ 小苅米柚月 ４ 菅原　向葵 岩手県 盛岡市立総合プール

・
１ 菅井　悠香 ２ 松田　橙子 国見ＳＣ

一般  1:58.67
2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
３ 森　　琳葵 ４ 佐野　結衣 宮城県 鶴岡市民プール

・
１ 菊池　采花 ２ 山口　星来 花巻ＳＦ

一般  1:58.81
平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
３ 平賀　　雛 ４ 小川　羽菜 岩手県 盛岡市立総合プール

・

１ 森崎安加里 ２ 山本　小花 セントラル泉

一般  1:58.92

2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱAA級夏季水泳競技大会

2018/07/08
３ 野場　千裕 ４ 渡辺　　杜 宮城県

セントラルスポーツ宮城G21プール（宮城県総合運

動公

・ 9
１ 齋藤　小梅 ２ 須藤　愛加 由利

高校  1:59.06
第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
３ 髙橋　　凜 ４ 伊藤　里菜 秋田県 秋田県立総合プール

・ 6
１ 大森　早倭 ２ 平野　　由 ＳＡ佐沼

中学  1:59.49
平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
３ 佐々木美空 ４ 石川　晴花 宮城県 盛岡市立総合プール

・ 10
１ 髙橋みなみ ２ 髙橋　美紅 花巻東高校

高校  1:59.62
平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
３ 照井　咲貴 ４ 西裏　結羽 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 6
１ 小笠原佳穂 ２ 盛　　唱實 ヤクルト東B 小学  1:59.83

第７回冨田重次郎杯水泳競技大会
2018/09/02
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３ 八木澤麻衣 ４ 成田由佳里 青森県 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 7
１ 近藤カエラ ２ 大原　梨桜 秋田ＡＣ

小学  2:00.01
第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
３ 鈴木　美翔 ４ 三浦　美空 秋田県 秋田県立総合プール

・ 7
１ 高野あかね ２ 二階堂明奈 ﾙﾈｻﾝｽ福島

中学  2:00.38
第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
３ 佐藤　心菜 ４ 上野紗弥加 福島県 福島SS保原

・ 8
１ 伊藤　千織 ２ 矢作　もも GSM尾花沢

中学  2:00.88
平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
３ 猪股　愛希 ４ 佐藤まとい 山形県 鶴岡市民プール

・ 8
１ 松坂　星夏 ２ 久木　朱璃 天童ＳＳ

小学  2:01.07
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
３ 阿部愛理菜 ４ 東海林千聖 山形県 鶴岡市民プール

・ 9
１ 菊地　　凜 ２ 中村かれな ｳｲﾝｸﾞ八戸

中学  2:01.10
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 高森　優奈 ４ 河村菜々美 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 11
１ 髙清水美紅 ２ 滝沢　　光 大館鳳鳴

高校  2:01.42
第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/23
３ 松橋　麻裕 ４ 渡辺　薫子 秋田県 秋田県立総合プール

・ 9
１ 近藤カエラ ２ 鈴木　美翔 秋田ＡＣA

小学  2:01.43
平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
３ 大原　梨桜 ４ 伊藤　海音 秋田県 秋田県立総合プール

・ 12
１ 嶋崎　美鈴 ２ 佐藤　陽菜 聖霊

高校  2:01.50
第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
３ 進藤菜々子 ４ 黒井みいな 秋田県 秋田県立総合プール

・ 10
１ 熊澤あゆな ２ 小笠原陽依 造道

中学  2:01.80
第５３回青森市中学校・高等学校新人水泳大会

2018/08/26
３ 石岡　　奏 ４ 成田和嘉乃 青森県 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 11
１ 佐々　舞桜 ２ 三浦こころ 青森南

中学  2:02.01
第５３回青森市中学校・高等学校新人水泳大会

2018/08/26
３ 森山　遥月 ４ 小野　華之 青森県 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 10
１ 羽生友里愛 ２ 柿　　希花 郡山インターA

小学  2:02.27
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 鈴木　結葉 ４ 入倉　優空 福島県 ユラックス熱海

・ 12
１ 矢吹　心優 ２ 野田　心花 ウイング三沢

中学  2:02.74
第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
３ 蛯名　真弓 ４ 冨　　幸菜 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 11
１ 讃岐　結月 ２ 船越　心花 酒田水泳教室

小学  2:02.79
第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳

2019/01/27
３ 佐藤　　雫 ４ 佐藤　凛愛 山形県 酒田市光ケ丘プール

・ 12
１ 安野　　憧 ２ 酒井　亜友 鶴岡ＳＣ

小学  2:03.02
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
３ 小泉　　茜 ４ 吉住　莉歩 山形県 鶴岡市民プール

・ 13
１ 小野　朋香 ２ 天野　葉月 鰺ヶ沢ＳＣ

中学  2:03.25
第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
３ 渡邊葉都輝 ４ 小野　佳香 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 14
１ 浅利　夕蘭 ２ 奈良　日風 ヤクルト弘前

中学  2:03.48
第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
３ 相馬　凰乃 ４ 藤田　　楓 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 13
１ 髙内　麻衣 ２ 島貫　瑶椛 山形ＳＣ

小学  2:04.16
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
３ 長橋　葉南 ４ 渡辺　愛理 山形県 鶴岡市民プール

・ 14
１ 片野　由菜 ２ 中村まなつ ｳｲﾝｸﾞ八戸

小学  2:04.74
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 髙橋　　桃 ４ 髙橋　　花 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 15
１ 奈良　心音 ２ 猪股　　想 ヤクルト弘前

小学  2:04.88
第30回津軽地区冬季水泳競技大会

2019/01/27
３ 山本　舞桜 ４ 須藤　月渚 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 16
１ 渡邉　沙妃 ２ 齋藤佳音莉 アシスト

小学  2:04.94
第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季

2019/03/27
３ 堀田　杏奈 ４ 伊藤　愛理 宮城県 東京・東京辰巳国際水泳場

・ 13
１ 照内　真尋 ２ 白渡萌々子 秋田南

高校  2:05.25
第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
３ 伊藤　佳穂 ４ 長谷川玲央奈 秋田県 秋田県立総合プール

・ 14
１ 渡部　智歩 ２ 鈴木　日和 秋田市連合

高校  2:05.28
第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
３ 船越　彩菜 ４ 髙橋　那奈 秋田県 秋田県立総合プール

・ 17
１ 大嶋　葵衣 ２ 藤野　　舞 会津インター

小学  2:05.36
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 武田　璃子 ４ 木村　まい 福島県 ユラックス熱海

・ 18
１ 田中　心美 ２ 斉藤　天音 青森ヤクルト

小学  2:05.75
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
３ 奈良　小春 ４ 成田　美帆 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 18
１ 川村　鞠采 ２ 北村　友花 盛岡ＳＳ

小学  2:05.75
平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
３ 菊池　七海 ４ 伊藤世流杏 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 20
１ 齋藤　理子 ２ 大坪　悠花 SW大教二本松

小学  2:06.18
第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
３ 菅野　咲良 ４ 荒川　愛来 福島県 福島ＳＳ保原

・ 21
１ 伊藤　　葵 ２ 伊豆田夕唯 ｾﾝﾄﾗﾙ東根

小学  2:06.38
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
３ 青木　咲空 ４ 山﨑　　繭 山形県 鶴岡市民プール

・ 21
１ 新田　楓夏 ２ 藤原　慧美 ｱｶﾃﾞﾐｰむつ

小学  2:06.38
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 伊藤　紗英 ４ 山田　菜生 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 23
１ 佐藤　夢那 ２ 池田麻里愛 ｽﾊﾟｰﾙｱｸｱ

小学  2:06.53
第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳

2019/01/27
３ 佐藤　　皐 ４ 小竹　杏奈 山形県 酒田市光ケ丘プール

・ 24 １ 蓬田　虹美 ２ 鈴木　結奈 郡山南ｲﾝﾀｰ 小学  2:07.44
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
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３ 中島　椛絵 ４ 片桐　美羽 福島県 ユラックス熱海

・ 25
１ 奈良　心音 ２ 猪股　　想 ヤクルト弘前Ａ

小学  2:07.55
第45回津軽地区秋季水泳競技大会

2018/09/30
３ 山本　舞桜 ４ 八木橋明里紗 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 15
１ 今野百枝香 ２ 河村　陽奈 本荘

高校  2:07.56
第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
３ 牧　　柚希 ４ 鈴木　小雪 秋田県 秋田県立総合プール

・ 26
１ 佐々木咲來 ２ 中村　咲杜 ヤクルト八戸

小学  2:07.59
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 中里　百那 ４ 山田　七楓 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 16
１ 及川　羽藍 ２ 岩井　紅葉 不来方

高校  2:07.95
平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
３ 杉田　佳子 ４ 小原　琴美 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 27
１ 伊藤　晴日 ２ 石橋　結夏 ＫＳＧ東北

小学  2:08.15
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
３ 佐藤まりな ４ 菅原　爽乃 山形県 鶴岡市民プール

・ 15
１ 桐　　鈴奈 ２ 桐　　瑞奈 見前中

中学  2:08.39
第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
３ 中村　遥華 ４ 千田　毬愛 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 28
１ 田中　心美 ２ 奈良　小春 青森ヤクルトB

小学  2:08.48
第７回冨田重次郎杯水泳競技大会

2018/09/02
３ 斉藤　天音 ４ 成田　美帆 青森県 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 29
１ 石垣ひまわり ２ 加藤　美音 セントラル泉

小学  2:08.65
2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/06/30
３ 千葉　柑奈 ４ 杉田　陽菜 宮城県 セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 16
１ 千葉　倫子 ２ 及川　なお 江刺ＴＳＣ

中学  2:08.65
第１３回西和賀町水泳協会　会長杯記録会

2018/10/07
３ 菅原　梨沙 ４ 小澤　美結 岩手県 西和賀町湯本屋内温水プール

・ 29
１ 新田　楓夏 ２ 藤原　慧美 ＳＡむつ

小学  2:08.65
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
３ 伊藤　紗英 ４ 笹森　小夏 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 17
１ 戸崎　一稀 ２ 八重畑亜久理 盛岡四高

高校  2:08.85
平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
３ 平舘　清礼 ４ 野中　心音 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 17
１ 木村　心咲 ２ 成田　　悠 浦町

中学  2:10.04
第５３回青森市中学校・高等学校新人水泳大会

2018/08/26
３ 種市　　葵 ４ 山田　麗真 青森県 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 18
１ 陣ヶ岡　想 ２ 小原　優奈 紫波第一

中学  2:10.78
平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
３ 岩越　稀星 ４ 齋藤　　惟 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 18
１ 野田　妃華 ２ 鈴木未代子 釜石

高校  2:12.50
平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
３ 石村　七海 ４ 始閣　莉子 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 19
１ 鈴木未代子 ２ 石村　七海 釜石高

高校  2:12.61
平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
３ 始閣　莉子 ４ 野田　妃華 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 19
１ 山本ひより ２ 伊藤　結衣 雫石

中学  2:16.07
平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
３ 曾根田貴音 ４ 今野　菜那 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 20
１ 髙橋　知寧 ２ 佐々木優依 黒沢尻北

高校  2:17.38
平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
３ 須藤　行乃 ４ 菊地　愛佳 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 20
１ 渡邉　野和 ２ 奥山　小雪 雫石中

中学  2:18.98
第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
３ 上路　華子 ４ 今野　菜那 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 21
１ 野村　澪里 ２ 平脇　綾乃 下長中

中学  2:19.76
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 棔　　芽衣 ４ 向谷地涼香 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 22
１ 神成　美華 ２ 卓地　伸江 紫波第一中学

中学  2:20.27
第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
３ 齊藤　瑠那 ４ 陣ヶ岡　想 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 23
１ 千田　毬愛 ２ 中村　遥華 見前

中学  2:23.74
平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
３ 佐々木佳澄 ４ 金田　成加 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 24
１ 菊地　　葵 ２ 菅原　梨沙 江刺第一

中学  2:26.50
第１６回森山水泳競技大会

2018/12/09
３ 佐藤　心花 ４ 及川　春香 岩手県 森山総合公園生涯スポーツセンター温水プール

・ 25
１ 山田　瑞姫 ２ 根市　琳央 北上南

中学  2:30.83
第７４回岩手県ＡＢＣ級水泳競技大会

2018/10/28
３ 佐藤　由奈 ４ 松好　果凛 岩手県 西和賀町湯本屋内温水プール

・ 26
１ 舘　　香子 ２ 沼辺　喜穂 ろっぷＳＣ

中学  2:35.04
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 澤田　梨花 ４ 小山石花穏 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール
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1
１ 加藤　優奈 ２ 柴崎ひなた 天童ＳＳ

一般  3:50.40
山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
３ 松浦　百愛 ４ 松浦　心叶 山形県 酒田市光ケ丘プール

2 1
１ 加藤　優奈 ２ 柴崎ひなた 日大山形

高校  3:53.43
山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
３ 佐藤　　麗 ４ 松浦　心叶 山形県 鶴岡市民プール

3 2
１ 木村　優香 ２ 伊藤　亜蓮 東北

高校  3:57.70
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
３ 我妻　汐音 ４ 田村　汐音 宮城県 セントラルＧ２１プール

4
１ 山田　麗真 ２ 成田　　悠 ヤクルト東

一般  3:58.64
第７回青森県短水路ジュニア水泳記録会

2019/02/24
３ 山本　未有 ４ 阿部なつき 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

5 3
１ 三浦　晴菜 ２ 佐藤　夏希 鶴岡ＳＣ

高校  3:59.10
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
３ 小野　　雅 ４ 渡会　日菜 山形県 鶴岡市民プール

6 1

１ 渡辺　　杏 ２ 安藤　琴音 セントラル泉

中学  3:59.50

2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱAA級夏季水泳競技大会

2018/07/08
３ 木口　真優 ４ 高橋　実花 宮城県

セントラルスポーツ宮城G21プール（宮城県総合運

動公

7 4
１ 青塚　美澪 ２ 菊地　望希 常盤木学園

高校  3:59.68
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
３ 成澤　息吹 ４ 渡部　真子 宮城県 セントラルＧ２１プール

8 5
１ 沢田　海音 ２ 柿崎　杏弥 秋田北

高校  3:59.96
第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
３ 杉渕　新菜 ４ 大和茉里亜 秋田県 秋田県立総合プール

9 6
１ 髙山　理乃 ２ 齋藤　宇蘭 日大東北

高校  4:01.65
第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
３ 中山　実咲 ４ 安達　　光 福島県 盛岡市立総合プール

10 7
１ 石岡　　夢 ２ 徳差妃奈子 ヤクルト東

高校  4:02.22
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
３ 山本　未有 ４ 阿部なつき 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

11 8
１ 菊池　采花 ２ 鷹羽　璃乃 盛岡南

高校  4:02.24
第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
３ 西里　春奈 ４ 吉水　想蘭 岩手県 盛岡市立総合プール

12 9
１ 柿崎　杏弥 ２ 沢田　海音 秋田ＡＣ

高校  4:02.79
第44回秋田市秋季クラブ対抗水泳競技大会

2018/11/11
３ 赤間　明希 ４ 菊地　芽唯 秋田県 秋田県立総合プール

13 10
１ 佐藤ゆずか ２ 前田　彩華 酒田光陵

高校  4:02.92
平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
３ 田代　　光 ４ 大塲　妃優 山形県 酒田市光ケ丘プール

14 11
１ 渡会　日菜 ２ 佐藤　夏希 鶴岡北

高校  4:03.89
第52回山形県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
３ 小野　　雅 ４ 渡邉　　杏 山形県 鶴岡市民プール

15 12
１ 安達　　光 ２ 菊田　真生 郡山インター

高校  4:03.95
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 羽生麻里愛 ４ 菅家　綾美 福島県 ユラックス熱海

16 2
１ 松浦　百愛 ２ 奥山　実桜 天童ＳＳ

中学  4:04.06
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
３ 長岡　愛海 ４ 小原希々颯 山形県 鶴岡市民プール

17 13
１ 那須　玲奈 ２ 瀬川　結理 ＳＡ一関

高校  4:04.65
平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
３ 千葉あんな ４ 伊藤　亜蓮 岩手県 盛岡市立総合プール

18 14
１ 菊池　采花 ２ 吉田　花穂 盛岡南高校

高校  4:05.52
平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
３ 佐々木柚那 ４ 西里　春奈 岩手県 盛岡市立総合プール

19 3
１ 山田　麗真 ２ 原子　奈優 ヤクルト東

中学  4:05.79
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
３ 佐々　舞桜 ４ 成田　　悠 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

19 15
１ 坪田　愛生 ２ 今泉　沙彩 八戸工大一高

高校  4:05.79
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
３ 片野　亜依 ４ 楢舘　和音 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 16
１ 伊藤　　楓 ２ 細島　優衣 仙台二華

高校  4:05.80
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
３ 田村　百加 ４ 井口　亜美 宮城県 セントラルＧ２１プール

・
１ 中川　愛佳 ２ 小野　朋香 鰺ヶ沢ＳＣ

一般  4:05.84
第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/02
３ 小野　佳香 ４ 澁谷　夏未 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 17
１ 及川　羽藍 ２ 小野寺彩華 不来方

高校  4:07.06
第５６回岩手県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
３ 岩井　紅葉 ４ 幅野　理乃 岩手県 岩手県営屋内温水プール

・ 18
１ 谷口　美玖 ２ 渡部　　渚 利府

高校  4:07.07
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
３ 大原みどり ４ 土井　実莉 宮城県 セントラルＧ２１プール

・
１ 澤田　有里 ２ 東山　千恵 弘前大

大学  4:07.22
第43回津軽地区春季水泳競技大会

2018/05/27
３ 中村美智子 ４ 福士　千陽 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 19
１ 熊谷　菜那 ２ 小野寺彩華 ＰＡＷＳＣ

高校  4:07.83
平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
３ 幅野　理乃 ４ 浅沼　蒼い 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 20
１ 戸草内里奈 ２ 髙橋みなみ 花巻東

高校  4:07.97
第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
３ 西裏　結羽 ４ 高橋　奈央 岩手県 盛岡市立総合プール

・
１ 坂本　彩乃 ２ 渡邉　世名 東北福祉大

大学  4:08.61
第７回北部学生春季公認記録会

2018/05/13
３ 藤代みゆう ４ 田代　絢乃 宮城県 セントラルスポーツ宮城G２１プール

・ 21
１ 髙橋　結生 ２ 早坂　基生 山形中央

高校  4:08.88
平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26
３ 渡邉　琉唯 ４ 鈴木菜々海 山形県 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 22
１ 今泉　沙彩 ２ 沢尻　雛乃 八戸工大一 高校  4:10.20

第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会
2018/06/02
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３ 楢舘　和音 ４ 坪田　愛生 青森県 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 4
１ 成田　　悠 ２ 種市　　葵 浦町

中学  4:10.46
第53回青森市内春季高等学校水泳競技大会

2018/05/27
３ 元木　　心 ４ 山田　麗真 青森県 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 23
１ 斎藤　美月 ２ 狩野　瑠瑠 福島成蹊

高校  4:10.66
第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/03
３ 佐藤　夏香 ４ 北原　楓夏 福島県 盛岡市立総合プール

・ 24
１ 大原みどり ２ 今野うらら ﾌﾟﾙﾐｴ

高校  4:10.88
2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/12
３ 千坂　遥南 ４ 安藤かんな 宮城県 セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 25
１ 菊地　芽唯 ２ 赤間　明希 秋田商業

高校  4:11.77
第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
３ 能代　美沙 ４ 伊藤　芽生 秋田県 秋田県立総合プール

・ 5
１ 原田　光羽 ２ 齋藤　羽凪 郡山インター

中学  4:12.23
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 菅家　成美 ４ 紙尾　香帆 福島県 ユラックス熱海

・ 6
１ 宮﨑　夢乃 ２ 石井　胡春 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中学  4:12.50
2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
３ 石田　沙羅 ４ 高橋　　翼 秋田県 鶴岡市民プール

・ 7
１ 髙山　未有 ２ 髙橋　海鈴 鶴岡ＳＣ

中学  4:12.64
平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
３ 斎藤　汐音 ４ 後藤　　萌 山形県 鶴岡市民プール

・ 26
１ 西尾　愛莉 ２ 阿久津小雪 聖和学園

高校  4:13.40
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/23
３ 阿部美沙樹 ４ 小野寺夏美 宮城県 セントラルＧ２１プール

・ 8
１ 佐々木葵菜 ２ 関　　遥香 ヤクルト八戸

中学  4:13.45
第６７回秋季南部地方水泳競技選手権大会

2018/09/09
３ 中村　柚希 ４ 佐藤　明香 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 9
１ 小笠原菜花 ２ 石岡　　奏 造道

中学  4:13.90
第53回青森市内春季高等学校水泳競技大会

2018/05/27
３ 熊澤あゆな ４ 原子　奈優 青森県 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 10
１ 佐藤　心愛 ２ 玉川　碧彩 酒田水泳教室

中学  4:13.98
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
３ 小松　茉緒 ４ 大倉　愛梨 山形県 鶴岡市民プール

・ 27
１ 佐々木咲耶 ２ 眞岩　美里 盛岡第一

高校  4:14.03
第５６回岩手県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
３ 小澤　　穂 ４ 滝口　美里 岩手県 岩手県営屋内温水プール

・ 28
１ 小笠原琴葉 ２ 小松　七央 九里学園

高校  4:14.88
平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
３ 石山　結衣 ４ 石川　優花 山形県 鶴岡市民プール

・ 11
１ 後藤　来未 ２ 佐藤　心愛 酒田一

中学  4:15.11
平成３０年度 飽海地区中学校総合体育大会 水泳競技大

2018/06/17
３ 佐藤ゆらら ４ 玉川　碧彩 山形県 酒田市光ケ丘プール

・ 29
１ 東條　真奈 ２ 佐藤　りん 盛岡第三

高校  4:16.24
第５６回岩手県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
３ 山内　梨乃 ４ 熊谷　菜那 岩手県 岩手県営屋内温水プール

・ 12
１ 山村　碧姫 ２ 石井　未緒 ウイング八戸

中学  4:16.85
第41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

2018/11/10
３ 吉田　姫奈 ４ 菊地　　凜 青森県 鰺ケ沢町室内温水プール

・ 30
１ 田中　陽菜 ２ 春日　楓香 ヤクルト八戸

高校  4:17.02
第６７回秋季南部地方水泳競技選手権大会

2018/09/09
３ 市川　楓子 ４ 引木　優輝 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 13
１ 小玉　志穂 ２ 上村　彩夏 秋田ＡＣ

中学  4:17.59
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
３ 神居　はな ４ 北島　愛子 秋田県 鶴岡市民プール

・ 14
１ 森谷菜都美 ２ 大江穂乃佳 金井

中学  4:17.66
平成３０年度　山形市中学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/16
３ 鈴木　依桜 ４ 増川　　綾 山形県 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 15
１ 今野朱莉音 ２ 芳賀　美羽 サガエＳＣ

中学  4:18.00
平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
３ 遠藤　　暖 ４ 茂木　　鈴 山形県 鶴岡市民プール

・ 16
１ 秋山　栞名 ２ 塩谷　莉紗 SW大教二本松

中学  4:18.63
第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
３ 大坪　愛美 ４ 白岩　真希 福島県 福島SS保原

・ 17
１ 石井　未緒 ２ 河村菜々美 ｳｲﾝｸﾞ八戸

中学  4:19.56
第６７回秋季南部地方水泳競技選手権大会

2018/09/09
３ 菊地　　凜 ４ 中村かれな 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 18
１ 吉田　姫奈 ２ 田名部真心 八戸東中

中学  4:20.01
第６７回秋季南部地方水泳競技選手権大会

2018/09/09
３ 杉渕あゆな ４ 山村　碧姫 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 19
１ 芳賀　恵莉 ２ 長谷川妃南 郡山南ｲﾝﾀｰ

中学  4:20.35
第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
３ 戸梶　璃音 ４ 有沼　明華 福島県 郡山ユラックス熱海

・ 20
１ 堀江　栞緒 ２ 唐土　愛生 ｾﾝﾄﾗﾙ横手

中学  4:20.45
2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
３ 伊藤　　萌 ４ 飯野　華撫 秋田県 鶴岡市民プール

・ 21
１ 伊藤　千織 ２ 菅野　柚杏 GSM尾花沢

中学  4:20.58
山形県春季A･AA級水泳記録会

2019/02/17
３ 矢作　もも ４ 佐藤まとい 山形県 鶴岡市民プール

・ 22
１ 後藤　来未 ２ 伊藤　一花 ＫＳＧ東北

中学  4:20.79
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/14
３ 後藤　美紀 ４ 石垣　咲羽 山形県 鶴岡市民プール

・ 23
１ 渡辺　葉楠 ２ 渡部　　希 会津インター

中学  4:21.38
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 松木　心翼 ４ 齋藤　萠愛 福島県 ユラックス熱海

・ 24
１ 佐藤　明香 ２ 中山　千尋 北稜

中学  4:21.96
第６３回春季南部地方水泳競技選手権大会

2018/06/10
３ 鈴木　志保 ４ 中村　柚希 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 25 １ 福岡　　碧 ２ 白﨑　楓花 青森ヤクルト 中学  4:22.26
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
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３ 小野　華之 ４ 斉藤　愛袈 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 26
１ 髙山　未有 ２ 後藤　　萌 鶴岡三

中学  4:22.51
第４９回　田川地区中体連総合体育大会水泳競技大会

2018/06/17
３ 佐藤　夏希 ４ 伊藤　瀬奈 山形県 鶴岡市民プール

・ 27
１ 小野　朋香 ２ 渡邊葉都輝 鰺ヶ沢ＳＣ

中学  4:22.90
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
３ 小野　佳香 ４ 天野　葉月 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 28
１ 小笠原佳音 ２ 笹川穂乃花 大館ＳＳ

中学  4:23.65
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/13
３ 松崎　咲昊 ４ 今川　茉綾 秋田県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 29
１ 井出　　麗 ２ 魚住　咲季 アシスト

中学  4:23.95
2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/11
３ 千葉あい子 ４ 鈴木　優未 宮城県 鶴岡市民プール

・ 30
１ 吉田　姫奈 ２ 田名部真心 八戸東

中学  4:24.06
第６３回春季南部地方水泳競技選手権大会

2018/06/10
３ 山本　花歩 ４ 山村　碧姫 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール
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1 1
１ 東海林のん ２ 髙梨由佳理 日大山形

高校  8:30.22
平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26 東北新 東高新
３ 齋藤　実来 ４ 加藤　優奈 山形県 山形市総合スポーツセンター屋内プール

2 2
１ 我妻　汐音 ２ 稲垣　乃愛 東北

高校  8:33.85
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
３ 伊藤　亜蓮 ４ 木村　優香 宮城県 セントラルＧ２１プール

3 3
１ 青塚　美澪 ２ 高橋　　凜 常盤木学園

高校  8:47.28
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
３ 成澤　息吹 ４ 渡部　真子 宮城県 セントラルＧ２１プール

4 4
１ 髙橋　結生 ２ 早坂　基生 山形中央

高校  8:47.65
平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
３ 堀米　玲菜 ４ 渡邉　琉唯 山形県 鶴岡市民プール

5 5
１ 土井　実莉 ２ 渡部　　渚 利府

高校  8:55.72
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
３ 櫻井　梨乃 ４ 大友　緋向 宮城県 セントラルＧ２１プール

6 6
１ 大塲　妃優 ２ 前田　彩華 酒田光陵

高校  8:56.12
平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
３ 田代　　好 ４ 田代　　光 山形県 酒田市光ケ丘プール

7 7
１ 今泉　沙彩 ２ 沢尻　雛乃 八戸工大一

高校  8:58.21
第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/03
３ 楢舘　和音 ４ 坪田　愛生 青森県 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

8 8
１ 田村　百加 ２ 伊藤　　楓 仙台二華

高校  8:59.05
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
３ 井口　亜美 ４ 一條　巴瑠 宮城県 セントラルＧ２１プール

9 9
１ 西尾　愛莉 ２ 阿部美沙樹 聖和学園

高校  8:59.84
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
３ 小野寺夏美 ４ 阿久津小雪 宮城県 セントラルＧ２１プール

10 10
１ 堀米　夏帆 ２ 櫻井　めい 寒河江

高校  9:29.74
平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26
３ 倉本　清楓 ４ 西長　奏絵 山形県 山形市総合スポーツセンター屋内プール

11 11
１ 小野佳奈絵 ２ 渡辺　夏歩 仙台一

高校 11:04.54
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
３ 奈倉　里穂 ４ 由利　侑子 宮城県 セントラルＧ２１プール



女子 4×50m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

順
位

高
校

中
学

学
童 氏　　　名

所　　　属
学年 記録

大会名
樹立日 備考

県　名 会場

1 1
１ 沢田　海音 ２ 佐藤真由子 秋田北

高校  1:59.23
第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
３ 柿崎　杏弥 ４ 杉渕　新菜 秋田県 秋田県立総合プール

2 1
１ 高橋　　翼 ２ 宮﨑　夢乃 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中学  2:02.45
第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
３ 石井　胡春 ４ 山元　結心 秋田県 秋田県立総合プール

3 2
１ 石岡　　夢 ２ 中村　麻菜 ヤクルト東

高校  2:03.39
第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
３ 山本　未有 ４ 阿部なつき 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

4 2
１ 原子　奈優 ２ 山田　麗真 ヤクルト東

中学  2:03.65
第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
３ 佐々　舞桜 ４ 成田　　悠 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

5 1
１ 小瀬川花音 ２ 細野　桜花 ＪＳＳ盛岡

小学  2:04.71
第４１回全国ＪＯＣカップ春季県予選タイムトライアル

2019/01/27
３ 菅原　向葵 ４ 小苅米柚月 岩手県 盛岡市立総合プール

6 2
１ 工藤　夢桜 ２ 照井　　晴 ＪＳＳ北上

小学  2:05.29
平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
３ 中島　優月 ４ 和賀　　結 岩手県 盛岡市立総合プール

7
１ 山崎　桃子 ２ 千葉　彩佳 福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

一般  2:06.45
平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/20
３ 酒井　夏実 ４ 山崎　有紀 岩手県 盛岡市立総合プール

8 3
１ 坪田　愛生 ２ 今泉　沙彩 八工大一高

高校  2:07.00
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 片野　亜依 ４ 楢舘　和音 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

9

１ 森崎安加里 ２ 渡辺　　杜 セントラル泉

一般  2:07.33

2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱAA級夏季水泳競技大会

2018/07/08
３ 野場　千裕 ４ 山本　小花 宮城県

セントラルスポーツ宮城G21プール（宮城県総合運

動公

10 3
１ 小瀬川花音 ２ 細野　桜花 ＪＳＳ盛岡A

小学  2:07.41
平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
３ 菅原　向葵 ４ 小苅米柚月 岩手県 盛岡市立総合プール

11 4
１ 成田由佳里 ２ 小笠原佳穂 ヤクルト東

小学  2:07.70
第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
３ 八木澤麻衣 ４ 盛　　唱實 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

12 3
１ 遠藤　　凜 ２ 安達　　愛 サガエＳＣ

中学  2:08.02
平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
３ 青柳　南渚 ４ 今野朱莉音 山形県 鶴岡市民プール

13 4
１ 芋田　愛梨 ２ 赤間　明希 秋田商業

高校  2:08.21
第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
３ 小倉　仁捺 ４ 菊地芽吹樹 秋田県 秋田県立総合プール

14
１ 工藤　夢桜 ２ 中村　璃音 ＪＳＳ北上

一般  2:08.35
第４１回全国ＪＯＣカップ夏季水泳競技大会岩手県予選

2018/07/29
３ 和賀　　結 ４ 照井　　晴 岩手県 盛岡市立総合プール

15 5
１ 髙橋　桜心 ２ 駿河　　藍 ＪＳＳ青山

小学  2:08.36
平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
３ 小山　琴弓 ４ 小野寺胡桃 岩手県 盛岡市立総合プール

16 5
１ 春日　楓香 ２ 引木　優輝 ヤクルト八戸

高校  2:09.18
第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
３ 今泉　沙彩 ４ 市川　楓子 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

17 4
１ 大森　早倭 ２ 石川　晴花 ＳＡ佐沼

中学  2:09.47
平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
３ 佐々木美空 ４ 平野　　由 宮城県 盛岡市立総合プール

18
１ 山下　歩莉 ２ 片野　亜依 ヤクルト八戸

一般  2:09.72
第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
３ 佐藤　明香 ４ 中村　柚希 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

19 5
１ 渡邉　寧來 ２ 有我　由宇 郡山南ｲﾝﾀｰ

中学  2:09.79
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 芳賀　恵莉 ４ 有沼　明華 福島県 ユラックス熱海

20 6
１ 佐藤まとい ２ 猪股　愛希 GSM尾花沢

中学  2:09.81
平成30年度　山形県選手権水泳競技大会

2018/04/22
３ 矢作　もも ４ 伊藤　千織 山形県 鶴岡市民プール

・ 6
１ 松坂　星夏 ２ 東海林千聖 天童ＳＳ

小学  2:10.13
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
３ 阿部愛理菜 ４ 久木　朱璃 山形県 鶴岡市民プール

・ 7
１ 楢舘　寿音 ２ 山本　花歩 八戸東中

中学  2:10.15
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 山村　碧姫 ４ 吉田　姫奈 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 8
１ 山下　歩莉 ２ 金崎　らん ヤクルト八戸

中学  2:10.35
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 佐藤　明香 ４ 中村　柚希 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 9
１ 出町　未結 ２ 福岡　　碧 青森ヤクルト

中学  2:11.05
第42回ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/05/20
３ 野村　真滉 ４ 斉藤　愛袈 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞスクール

・ 10
１ 中村かれな ２ 杉渕あゆな ウイング八戸

中学  2:11.12
第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
３ 菊地　　凜 ４ 吉田　姫奈 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・
１ 髙木　杏夏 ２ 佐藤　心菜 ﾙﾈｻﾝｽ福島

一般  2:12.87
第１３回　祓川杯

2018/09/30
３ 松浦　和裟 ４ 上野紗弥加 福島県 福島ＳＳ保原

・ 7
１ 讃岐　結月 ２ 佐藤　凛愛 酒田水泳教室

小学  2:13.27
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
３ 佐藤　　雫 ４ 船越　心花 山形県 鶴岡市民プール

・ 11
１ 高野あかね ２ 佐藤　心菜 ﾙﾈｻﾝｽ福島

中学  2:13.35
第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
３ 二階堂明奈 ４ 上野紗弥加 福島県 福島SS保原

・ 8
１ 鈴木　美翔 ２ 大原　梨桜 秋田ＡＣ

小学  2:13.40
第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
３ 近藤カエラ ４ 三浦　美空 秋田県 秋田県立総合プール

・ 6
１ 髙橋みなみ ２ 西裏　結羽 花巻東高校 高校  2:13.48

平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会
2019/01/20
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３ 照井　咲貴 ４ 髙橋　美紅 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 7
１ 松橋　麻裕 ２ 髙清水美紅 大館鳳鳴

高校  2:13.58
第16回秋田県短水路選手権水泳競技大会

2019/02/24
３ 滝沢　　光 ４ 渡辺　薫子 秋田県 秋田県立総合プール

・ 9
１ 成田由佳里 ２ 小笠原佳穂 ヤクルト東B

小学  2:13.63
第７回冨田重次郎杯水泳競技大会

2018/09/02
３ 八木澤麻衣 ４ 盛　　唱實 青森県 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 10
１ 渡辺　愛理 ２ 寺島　香凜 山形ＳＣ

小学  2:14.56
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
３ 島貫　瑶椛 ４ 髙内　麻衣 山形県 鶴岡市民プール

・ 12
１ 中村かれな ２ 高森　優奈 ｳｲﾝｸﾞ八戸

中学  2:15.77
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 菊地　　凜 ４ 河村菜々美 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 11
１ 入倉　優空 ２ 柿　　希花 郡山インターA

小学  2:16.03
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 羽生友里愛 ４ 鈴木　結葉 福島県 ユラックス熱海

・ 12
１ 小泉　　茜 ２ 酒井　亜友 鶴岡ＳＣ

小学  2:17.27
第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳

2019/01/27
３ 安野　　憧 ４ 吉住　莉歩 山形県 酒田市光ケ丘プール

・ 13
１ 渡邊葉都輝 ２ 小野　朋香 鰺ヶ沢ＳＣ

中学  2:17.47
第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
３ 天野　葉月 ４ 小野　佳香 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 13
１ 伊藤　紗英 ２ 新田　楓夏 ｱｶﾃﾞﾐｰむつ

小学  2:17.87
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 山田　菜生 ４ 藤原　慧美 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 14
１ 浅利　夕蘭 ２ 川﨑　准奈 ヤクルト弘前

中学  2:17.88
第43回青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ招待記録会

2018/12/09
３ 奈良　日風 ４ 相馬　凰乃 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 14
１ 北村　友花 ２ 冨岡　蓮乃 盛岡ＳＳ

小学  2:18.59
第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
３ 箱石　　遥 ４ 川村　鞠采 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 15
１ 野田　心花 ２ 蛯名　真弓 ウイング三沢

中学  2:18.87
第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
３ 矢吹　心優 ４ 冨　　幸菜 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 15
１ 木立　樺音 ２ 成田　美帆 青森ヤクルト

小学  2:19.74
第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
３ 館山　咲音 ４ 田中　心美 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 16
１ 堀田　杏奈 ２ 齋藤佳音莉 アシスト

小学  2:19.98
2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
３ 渡邉　沙妃 ４ 伏見朋乃果 宮城県 セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 17
１ 須藤　月渚 ２ 山本　舞桜 ヤクルト弘前

小学  2:20.05
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
３ 猪股　　想 ４ 奈良　心音 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 18
１ 齋藤　理子 ２ 大坪　悠花 SW大教二本松

小学  2:20.09
第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
３ 荒川　愛来 ４ 菅野　咲良 福島県 福島ＳＳ保原

・ 19
１ 柳澤　悠莉 ２ 武田　璃子 会津インター

小学  2:20.50
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 大嶋　葵衣 ４ 木村　まい 福島県 ユラックス熱海

・ 16
１ 千葉　倫子 ２ 三上　　愛 江刺ＴＳＣ

中学  2:20.56
平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
３ 小澤　美結 ４ 及川　なお 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 20
１ 髙橋　　花 ２ 片野　由菜 ｳｲﾝｸﾞ八戸

小学  2:20.58
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 髙橋　　桃 ４ 中村まなつ 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 8
１ 平舘　清礼 ２ 八重畑亜久理 盛岡四高

高校  2:20.91
平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
３ 戸崎　一稀 ４ 野中　心音 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 21
１ 蓬田　虹美 ２ 玉川梨々花 郡山南ｲﾝﾀｰ

小学  2:21.44
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 吉田　光里 ４ 鈴木　結奈 福島県 ユラックス熱海

・ 17
１ 一ノ瀬多恵 ２ 島田　杏佳 日新館ＳＳ

中学  2:21.53
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 谷口　未來 ４ 石田　理乃 福島県 ユラックス熱海

・ 22
１ 伊藤　紗英 ２ 新田　楓夏 ＳＡむつ

小学  2:21.67
第６７回秋季南部地方水泳競技選手権大会

2018/09/09
３ 山田　菜生 ４ 藤原　慧美 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 22
１ 伊藤　晴日 ２ 佐藤まりな ＫＳＧ東北

小学  2:21.67
第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳

2019/01/27
３ 菅原　爽乃 ４ 石橋　結夏 山形県 酒田市光ケ丘プール

・ 24
１ 吉田りりあ ２ 新井　鈴彩 ひらかわSC

小学  2:22.20
第45回津軽地区秋季水泳競技大会

2018/09/30
３ 長内　杏蘭 ４ 工藤　心来 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・ 25
１ 佐藤碧由奈 ２ 小野寺愛乃 水沢ＳＣ

小学  2:22.39
平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
３ 近藤　　蒼 ４ 伊藤よつは 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 26
１ 髙橋帆乃佳 ２ 片岡　梛紗 ＪＳＳ盛岡B

小学  2:22.98
平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
３ 髙橋　陽久 ４ 井筒　彩花 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 18
１ 千田　毬愛 ２ 金田　成加 見前中

中学  2:23.12
第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
３ 桐　　瑞奈 ４ 桐　　鈴奈 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 27
１ 髙橋　　花 ２ 片野　由菜 ｳｲﾝｸﾞ八戸A

小学  2:23.24
第６７回秋季南部地方水泳競技選手権大会

2018/09/09
３ 髙橋　　桃 ４ 中村まなつ 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 28
１ 佐藤碧由奈 ２ 千田　梨緒 水沢ＳＣA

小学  2:23.47
平成３０年度第１１回岩手県冬季学童水泳競技大会

2019/03/10
３ 米沢　優那 ４ 小野寺愛乃 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 29 １ 佐々木美羽 ２ 武藤　　愛 秋田ＡＣ大曲 小学  2:24.97
平成30年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会

2019/02/17
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３ 佐藤　雅歌 ４ 鈴木　優和 秋田県 秋田県立総合プール

・ 30
１ 斉藤　天音 ２ 館山　咲音 青森ヤクルトB

小学  2:25.04
第７回冨田重次郎杯水泳競技大会

2018/09/02
３ 田中　心美 ４ 奈良　小春 青森県 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 9
１ 始閣　莉子 ２ 鈴木未代子 釜石高

高校  2:27.61
平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
３ 野田　妃華 ４ 石村　七海 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 19
１ 陣ヶ岡　想 ２ 鎌田　一穂 紫波第一

中学  2:28.56
平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
３ 岩越　稀星 ４ 齋藤　　惟 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 10
１ 及川　羽藍 ２ 杉田　佳子 不来方

高校  2:28.96
第１６回森山水泳競技大会

2018/12/09
３ 岩井　紅葉 ４ 小原　琴美 岩手県 森山総合公園生涯スポーツセンター温水プール

・ 20
１ 棔　　芽衣 ２ 野村　澪里 下長中

中学  2:35.98
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 向谷地涼香 ４ 平脇　綾乃 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 21
１ 髙橋　莉央 ２ 園田　芽生 紫波第一中学

中学  2:38.97
第１４回盛岡市立総合プール公認記録会

2019/02/24
３ 岩越　稀星 ４ 鈴木　梨央 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 22
１ 今野　菜那 ２ 伊藤　結衣 雫石

中学  2:39.57
平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
３ 山本ひより ４ 上路　華子 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 23
１ 今野　菜那 ２ 羽上　愛那 雫石中

中学  2:40.88
平成３０年度冬季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/11/25
３ 渡邉　野和 ４ 曽根田貴音 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 24
１ 山口　美輝 ２ 吉田　有里 見前

中学  2:46.14
平成３０年度夏季スイミングフェスティバル公認水泳記

2018/07/08
３ 千田　毬愛 ４ 中村　遥華 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 25
１ 菊地　　葵 ２ 鎌田來瑠理 江刺第一

中学  2:49.30
第１６回森山水泳競技大会

2018/12/09
３ 佐藤　心花 ４ 及川　春香 岩手県 森山総合公園生涯スポーツセンター温水プール

・ 26
１ 松好　果凛 ２ 根市　琳央 北上南

中学  2:50.79
第１６回森山水泳競技大会

2018/12/09
３ 山田　瑞姫 ４ 佐藤　由奈 岩手県 森山総合公園生涯スポーツセンター温水プール

・ 27
１ 舘　　香子 ２ 橋本　　心 ろっぷＳＣ

中学  2:51.42
第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会

2019/01/27
３ 沼辺　喜穂 ４ 小山石花穏 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール



女子 4×100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

順
位

高
校

中
学

学
童 氏　　　名

所　　　属
学年 記録

大会名
樹立日 備考

県　名 会場

1
１ 長岡　愛海 ２ 小原希々颯 天童ＳＳ

一般  4:10.32
山形県チャレンジ記録会

2019/02/24
３ 関　　琴音 ４ 加藤　優奈 山形県 酒田市光ケ丘プール

2 1
１ 伊藤　　鈴 ２ 我妻　汐音 東北

高校  4:14.23
2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
３ 赤石　朱李 ４ 中園　千尋 宮城県 セントラルスポーツ宮城G21プール

3
１ 木口　真優 ２ 田村　汐音 セントラル泉

一般  4:14.64
2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

2018/07/01
３ 渡辺　　杏 ４ 高橋　実花 宮城県 セントラルスポーツ宮城G21プール

4 2
１ 吉田　花穂 ２ 浅沼　蒼い 盛岡南高校

高校  4:15.88
第４１回全国ＪＯＣカップ夏季県予選タイムトライアル

2018/07/29
３ 田中　沙羅 ４ 菊池　采花 岩手県 盛岡市立総合プール

5 3
１ 沢田　海音 ２ 佐藤真由子 秋田北

高校  4:16.50
第50回秋田県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
３ 柿崎　杏弥 ４ 杉渕　新菜 秋田県 秋田県立総合プール

6 4
１ 安達　　光 ２ 菅家　綾美 郡山インター

高校  4:17.29
第１３回（2018年度）福島県学童記録

2018/07/30
３ 山田　琉愛 ４ 菊田　真生 福島県 福島ＳＳ保原

7 5
１ 安達　　光 ２ 菅家　綾美 日大東北

高校  4:17.80
第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
３ 山田　琉愛 ４ 齋藤　宇蘭 福島県 郡山しんきん開成山プール

8 6
１ 松浦　心叶 ２ 加藤　優奈 日大山形

高校  4:19.31
第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
３ 関　　琴音 ４ 佐藤　　麗 山形県 盛岡市立総合プール

9 7
１ 沢田　海音 ２ 赤間　明希 秋田ＡＣ

高校  4:21.15
第44回秋田市秋季クラブ対抗水泳競技大会

2018/11/11
３ 柿崎　杏弥 ４ 菊地　芽唯 秋田県 秋田県立総合プール

10 8
１ 小野寺彩華 ２ 浅沼　蒼い ＰＡＷＳＣ

高校  4:21.41
第４１回全国ＪＯＣカップ春季水泳競技大会岩手県予選

2019/01/27
３ 幅野　理乃 ４ 熊谷　菜那 岩手県 盛岡市立総合プール

11
１ 阿部なつき ２ 山田　麗真 ヤクルト東

一般  4:23.16
第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
３ 山本　未有 ４ 成田　　悠 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

12 1
１ 高橋　　翼 ２ 宮﨑　夢乃 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田

中学  4:23.85
平成30年度第2回秋田県記録会

2019/01/13
３ 石井　胡春 ４ 山元　結心 秋田県 秋田県立総合プール

13 9
１ 西里　春奈 ２ 浅沼　蒼い 盛岡南

高校  4:25.11
第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
３ 鷹羽　璃乃 ４ 菊池　采花 岩手県 盛岡市立総合プール

14 10
１ 佐藤　夏希 ２ 渡会　日菜 鶴岡ＳＣ

高校  4:25.34
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
３ 小野　　雅 ４ 三浦　晴菜 山形県 鶴岡市民プール

15
１ 松村　優香 ２ 辻山　小珀 ＳＡ一関

一般  4:26.93
平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
３ 伊藤　亜蓮 ４ 那須　玲奈 岩手県 盛岡市立総合プール

16 11
１ 石岡　　夢 ２ 中村　麻菜 ヤクルト東

高校  4:26.96
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
３ 山本　未有 ４ 阿部なつき 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

17 12
１ 坪田　愛生 ２ 今泉　沙彩 八戸工大一高

高校  4:27.20
第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
３ 片野　亜依 ４ 楢舘　和音 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

18 13
１ 青塚　美澪 ２ 高橋　　凜 常盤木学園

高校  4:27.33
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
３ 成澤　息吹 ４ 渡部　真子 宮城県 セントラルＧ２１プール

19 14
１ 小野寺彩華 ２ 岩井　紅葉 不来方

高校  4:27.60
第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
３ 幅野　理乃 ４ 及川　羽藍 岩手県 盛岡市立総合プール

20 15
１ 坪田　愛生 ２ 今泉　沙彩 八戸工大一

高校  4:28.17
第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/02
３ 片野　亜依 ４ 楢舘　和音 青森県 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール

・ 2
１ 大崎　陽那 ２ 小原希々颯 天童ＳＳ

中学  4:28.64
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
３ 松浦　百愛 ４ 長岡　愛海 山形県 鶴岡市民プール

・ 16
１ 山本　紗香 ２ 本間　　雅 山形ＳＣ

高校  4:28.85
2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
３ 安食　理加 ４ 齋藤　遥奈 山形県 鶴岡市民プール

・ 3
１ 木口　真優 ２ 安藤　琴音 セントラル泉

中学  4:29.33
2018年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会

2018/05/27
３ 渡辺　　杏 ４ 高橋　実花 宮城県 セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 17
１ 鈴木菜々海 ２ 渡邉　琉唯 山形中央

高校  4:30.68
平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26
３ 堀米　玲菜 ４ 佐藤　美翔 山形県 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 18
１ 土井　実莉 ２ 今野うらら 利府

高校  4:31.39
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
３ 大原みどり ４ 谷口　美玖 宮城県 セントラルＧ２１プール

・
１ 佐藤　夏希 ２ 渡会　日菜 鶴岡ＳＣ

一般  4:31.58
2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
３ 小野　　雅 ４ 髙山　未有 山形県 鶴岡市民プール

・ 4
１ 原子　奈優 ２ 山田　麗真 ヤクルト東

中学  4:31.68
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
３ 佐々　舞桜 ４ 成田　　悠 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・
１ 澁谷　夏未 ２ 小野　朋香 鰺ヶ沢ＳＣ

一般  4:32.41
第４３回青森県室内選手権水泳競技大会

2019/02/03
３ 中川　愛佳 ４ 小野　佳香 青森県 碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

・
１ 山崎　桃子 ２ 千葉　彩佳 福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC

一般  4:32.46
平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会

2019/01/19
３ 酒井　夏実 ４ 山崎　有紀 岩手県 盛岡市立総合プール

・ 19
１ 山内　梨乃 ２ 東條　真奈 盛岡第三

高校  4:34.04
第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
３ 佐藤　りん ４ 熊谷　菜那 岩手県 盛岡市立総合プール
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・ 20
１ 千坂　遥南 ２ 安藤かんな ﾌﾟﾙﾐｴ

高校  4:35.01
2018年度宮城県ｼﾞｭﾆｱA級春季季水泳競技大会

2019/01/13
３ 大原みどり ４ 今野うらら 宮城県 セントラルスポーツ宮城G21プール

・ 21
１ 伊藤　汐里 ２ 一條　巴瑠 仙台二華

高校  4:35.08
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
３ 伊藤　　楓 ４ 井口　亜美 宮城県 セントラルＧ２１プール

・ 22
１ 大塲　妃優 ２ 佐藤ゆずか 酒田光陵

高校  4:35.65
平成30年度　酒田市体育大会　水泳競技大会

2018/05/27
３ 齋藤　京香 ４ 田代　　光 山形県 酒田市光ケ丘プール

・ 23
１ 渡邉　　杏 ２ 佐藤　夏希 鶴岡北

高校  4:35.82
第52回山形県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
３ 渡会　日菜 ４ 小野　　雅 山形県 鶴岡市民プール

・ 24
１ 佐藤　夏香 ２ 北原　楓夏 福島成蹊

高校  4:36.58
第２６回東北高等学校新人水泳競技大会

2018/11/02
３ 狩野　瑠瑠 ４ 斎藤　美月 福島県 盛岡市立総合プール

・ 5
１ 北島　愛子 ２ 神居　はな 秋田ＡＣ

中学  4:37.46
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
３ 上村　彩夏 ４ 小玉　志穂 秋田県 鶴岡市民プール

・ 25
１ 高橋　奈央 ２ 西裏　結羽 花巻東

高校  4:37.64
第５６回岩手県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/21
３ 照井　咲貴 ４ 髙橋みなみ 岩手県 岩手県営屋内温水プール

・ 26
１ 菊地　芽唯 ２ 赤間　明希 秋田商業

高校  4:37.75
第61回高体連中央支部総体水泳競技大会

2018/06/02
３ 能代　美沙 ４ 伊藤　芽生 秋田県 秋田県立総合プール

・ 6
１ 遠藤　　凜 ２ 安達　　愛 サガエＳＣ

中学  4:39.80
2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
３ 遠藤　　暖 ４ 茂木　　鈴 山形県 鶴岡市民プール

・ 7
１ 元木　　心 ２ 種市　　葵 浦町

中学  4:39.90
第53回青森市内春季高等学校水泳競技大会

2018/05/27
３ 山田　麗真 ４ 成田　　悠 青森県 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 8
１ 原田　桜羽 ２ 菅家　成美 郡山インター

中学  4:40.08
第30回　県中地区秋季室内水泳競技大会

2018/12/02
３ 齋藤　羽凪 ４ 紙尾　香帆 福島県 ユラックス熱海

・ 27
１ 羽生麻里愛 ２ 瀬谷　怜衣 郡山東

高校  4:40.24
第53回　福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会

2018/09/22
３ 五十嵐海音 ４ 小林　礼佳 福島県 郡山しんきん開成山プール

・ 9
１ 後藤　来未 ２ 松岡　奈優 酒田一

中学  4:40.58
平成３０年度 飽海地区中学校総合体育大会 水泳競技大

2018/06/17
３ 佐藤　心愛 ４ 佐藤うらら 山形県 酒田市光ケ丘プール

・ 10
１ 引木　雅妃 ２ 佐々木葵菜 ヤクルト八戸

中学  4:40.69
第６７回秋季南部地方水泳競技選手権大会

2018/09/09
３ 佐藤　明香 ４ 山下　歩莉 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 11
１ 中山　桃乃 ２ 森山　遥月 青森南

中学  4:41.03
第53回青森市内春季高等学校水泳競技大会

2018/05/27
３ 佐々　舞桜 ４ 小野　華之 青森県 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 12
１ 小笠原菜花 ２ 石岡　　奏 造道

中学  4:41.11
第53回青森市内春季高等学校水泳競技大会

2018/05/27
３ 原子　奈優 ４ 熊澤あゆな 青森県 青森ヤクルトスイミングスクール

・ 28
１ 髙橋あやめ ２ 小野寺夏美 聖和学園

高校  4:41.89
平成３０年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

2018/09/22
３ 阿久津小雪 ４ 西尾　愛莉 宮城県 セントラルＧ２１プール

・ 13
１ 大坪　愛美 ２ 塩谷　莉紗 SW大教二本松

中学  4:42.09
第３６回　県北地区室内選手権水泳競技大会

2018/05/27
３ 秋山　栞名 ４ 白岩　真希 福島県 福島SS保原

・ 14
１ 大倉　愛梨 ２ 松岡　奈優 酒田水泳教室

中学  4:42.46
2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
３ 小松　茉緒 ４ 佐藤　心愛 山形県 鶴岡市民プール

・ 29
１ 門脇　彩花 ２ 大内　希美 山形西

高校  4:43.48
平成30年度村山地区高校総体

2018/05/26
３ 渡辺　紗夜 ４ 川部　菜々 山形県 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 30
１ 片野　亜依 ２ 今泉　沙彩 八工大一

高校  4:44.62
第６３回春季南部地方水泳競技選手権大会

2018/06/10
３ 楢舘　和音 ４ 沢尻　雛乃 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 15
１ 中村かれな ２ 石井　未緒 ｳｲﾝｸﾞ八戸

中学  4:45.81
第６７回秋季南部地方水泳競技選手権大会

2018/09/09
３ 菊地　　凜 ４ 河村菜々美 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 16
１ 荒木ひより ２ 鈴木　依桜 金井

中学  4:46.29
平成３０年度　山形市中学校総合体育大会水泳競技大会

2018/06/17
３ 森谷菜都美 ４ 増川　　綾 山形県 山形市総合スポーツセンター屋内プール

・ 17
１ 後藤　来未 ２ 後藤　美紀 ＫＳＧ東北

中学  4:46.76
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
３ 石垣　咲羽 ４ 伊藤　一花 山形県 鶴岡市民プール

・ 18
１ 中村かれな ２ 楢舘　寿音 ウイング八戸

中学  4:47.59
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
３ 山村　碧姫 ４ 吉田　姫奈 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 19
１ 高橋　　翼 ２ 大川　和紗 外旭川

中学  4:47.97
第34回秋田県中学校秋季水泳競技大会

2018/09/02
３ 見上　遥香 ４ 小野　真鈴 秋田県 秋田県立総合プール

・ 20
１ 鶴田比菜奈 ２ 福岡　　碧 青森ヤクルト

中学  4:48.43
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会

2019/01/14
３ 小野　華之 ４ 白﨑　楓花 青森県 青森ﾔｸﾙﾄｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

・ 21
１ 中村　柚希 ２ 鈴木　志保 北稜

中学  4:48.69
第６３回春季南部地方水泳競技選手権大会

2018/06/10
３ 佐藤　明香 ４ 中山　千尋 青森県 ヤクルト八戸スイミングスクール

・ 22
１ 渡邊　未唯 ２ 中村　里和 ジーラックSC

中学  4:48.74
第31回県中地区郡山室内ＡＧ水泳競技大会

2018/05/20
３ 橋本　智英 ４ 渡邉　七瀬 福島県 郡山ユラックス熱海

・ 23
１ 宮武　珠里 ２ 疋田　夏海 鶴岡三

中学  4:48.81
第４９回　田川地区中体連総合体育大会水泳競技大会

2018/06/17
３ 髙山　未有 ４ 後藤　　萌 山形県 鶴岡市民プール
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・ 24
１ 佐藤まとい ２ 猪股　愛希 GSM尾花沢

中学  4:49.11
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
３ 矢作　もも ４ 伊藤　千織 山形県 鶴岡市民プール

・ 25
１ 佐藤　美月 ２ 佐藤　夏音 鶴岡ＳＣ

中学  4:49.42
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
３ 冨樫　穂果 ４ 疋田きらり 山形県 鶴岡市民プール

・ 26
１ 大森　早倭 ２ 石川　晴花 ＳＡ佐沼

中学  4:49.68
第８回ＪＳＣＡ東北支部ジュニア水泳競技大会

2018/11/04
３ 佐々木美空 ４ 平野　　由 宮城県 盛岡市立総合プール

・ 27
１ 戸梶　璃音 ２ 有我　由宇 郡山南ｲﾝﾀｰ

中学  4:50.09
第３０回（2018年度）福島県春季室内選手権水泳競技大

2018/04/22
３ 芳賀　恵莉 ４ 有沼　明華 福島県 郡山ユラックス熱海

・ 28
１ 荒木ひより ２ 鈴木　依桜 山形ＤＣ

中学  4:50.63
第45回JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水泳競技大会

2019/01/12
３ 村岡　穂風 ４ 清野　帆希 山形県 鶴岡市民プール

・ 29
１ 魚住　咲季 ２ 井出　　麗 アシスト

中学  4:50.69
2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
３ 千葉あい子 ４ 鈴木　優未 宮城県 鶴岡市民プール

・ 30
１ 佐藤　蒼依 ２ 佐藤　凜來 ｽﾊﾟｰﾙｱｸｱ

中学  4:50.93
2018YAMAGATAｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ水泳競技大会

2018/11/10
３ 池田亜紅愛 ４ 五十嵐　涼 山形県 鶴岡市民プール


	短水路女子種目別順位表（東北個人）
	短水路　女子種目別順位表（東北リレー）

