《長水路学童新記録》
●男子５０ｍ自由形

26.26

森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）２月１５日 コナミオープン 辰巳国際

●男子５０ｍ平泳ぎ

31.43

森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）２月１５日 コナミオープン 辰巳国際

●男子２００ｍ個人メドレー

2:14.75

森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）２月１６日 コナミオープン 辰巳国際

《長水路中学新記録》
●男子５０ｍ自由形

24.28

●男子５０ｍバタフライ

高橋康太朗（ﾙﾈｻﾝｽ南光台）２月２２日 宮城県選手権 セントラルＧ２１プール

25.74 高橋康太朗（ﾙﾈｻﾝｽ南光台）２月２３日 宮城県選手権 セントラルＧ２１プ

ール

《長水路学童新記録》
●男子１００ｍ平泳ぎ

1:08.37 森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）２月２２日 宮城県選手権 セントラルＧ２１プール

●男子２００ｍ平泳ぎ

2:27.61 森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）２月２３日 宮城県選手権 セントラルＧ２１プール

●男子２００ｍ平泳ぎ

2:28.20 森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）２月２３日 宮城県選手権 セントラルＧ２１プール

《短水路中学新記録》
●女子４×５０ｍフリーリレー

1:48.89

２月９日 宮城県ｼﾞｭﾆｱ AA 級春季

ｾﾝﾄﾗﾙ泉（渡辺 杏・高橋実花・野場千裕・渡辺 杜）

セントラルＧ２１プール

《短水路中学新記録》
●女子１００ｍ背泳ぎ

59.79

長岡

愛海（山形ＤＣ）２月１６日

山形県春季Ａ・ＡＡ級

酒田市光ケ丘

《長水路学童新記録》
●男子２００ｍ自由形

2:03.68 森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）２月８日 きららカップ２０２０ 山口きらら博記念

公園
●男子５０ｍ平泳ぎ

31.67

●男子１００ｍ平泳ぎ

森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）２月８日 きららカップ２０２０ 山口きらら博記念公園

1:08.79 森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）２月９日 きららカップ２０２０ 山口きらら博記念

公園

《短水路中学新記録》
●女子５０ｍ自由形

25.64

長谷川葉月（WING 五所川原） ２月０８日

●男子４×５０ｍフリーリレー
２月１日

1:39.16

全国ＪＯＣ春季宮城県予選会

●男子４×１００ｍメドレーリレー
２月２日

青森県室内選手権

鰺ヶ沢町室内

ﾙﾈｻﾝｽ南光台（高橋康太朗・鈴木維案・酒井丈太朗・千葉純大）
セントラルＧ２１プール

3:52.67 ﾙﾈｻﾝｽ南光台（高橋康太朗・千葉純大・酒井丈太朗・鈴木維案）

全国ＪＯＣ春季宮城県予選会

セントラルＧ２１プール

《短水路学童新記録》
●男子４×１００ｍメドレーリレー
１月１９日

岩手県冬季選手権

4:28.62 ＳＡ一関（瀧澤裕成・橋浦慶太・松村優介・細川敦人）

盛岡市立総合

《長水路学童新記録》
●男子２００ｍ平泳ぎ

2:33.68 森田

碧大（日本）１２月１５日

McDonald's Queensland Championships

BRISBANE AQUATIC CSNTRE

《短水路新記録》
●男子５０ｍ自由形

堀合孝太郎（北海道大）１２月１４日

22.25

宮城県選手権

セントラルスポーツ宮城

G21
●男子１００ｍ自由形

堀合孝太郎（北海道大）１２月１５日

48.76

宮城県選手権

セントラルスポーツ宮

城 G21

《短水路学童新記録》
●男子２００ｍ平泳ぎ

2:22.30

森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）１月１１日 宮城県ジュニア A 級春季

セントラル

スポーツ宮城 G21 プール

《短水路中学新記録》
●女子１００ｍ背泳ぎ

1:00.32

長岡

愛海（山形ＤＣ）１月１３日 JSCA 新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 鶴岡市民プール

渡部

竣也（SW 大教郡山）１２月０１日

《短水路学童新記録》
●男子４００ｍ自由形

4:17.87

福島県中地区秋季室内

郡山ユ

ラックス熱海

《短水路中学新記録》
●男子４×５０ｍメドレーリレー
７月７日

1:49.14

全国ＪＯＣ夏季宮城県予選会

ﾙﾈｻﾝｽ南光台（高橋康太朗・千葉純大・酒井丈太朗・鈴木維案）
セントラルＧ２１プール

《長水路新記録》
●男子５０ｍ平泳ぎ

28.79

三上

凌（ＭＹＳＣ）１１月２３日

東京都ＯＰＥＮ

辰巳国際

《短水路中学新記録》
●女子５０ｍ自由形

25.72

●女子１００ｍバタフライ

長谷川葉月（WING 五所川原） １１月０９日

青森県 AA 級

58.84 長谷川葉月（WING 五所川原）１１月１０日

鰺ヶ沢町室内

青森県 AA 級

鰺ヶ沢町室内

《短水路高校新記録》
●女子５０ｍバタフライ

26.92 秋山

栞名（SW 大教二本松） １０月２６日

日本選手権（25m）

東京辰

巳国際

《短水路中学新記録》
●女子５０ｍバタフライ

26.73 長谷川葉月（WING 五所川原） １０月２６日

日本選手権（25m） 東京辰

巳国際
●女子１００ｍ個人メドレー

1:05.05

長谷川葉月（WING 五所川原） １０月６日

青森県スプリント

ヤクルト

《長水路新記録》
●男子１００ｍ平泳ぎ

59.23 小関也朱篤（山形県）９月１５日

茨城国体

笠松運動公園屋内

青森

●男子１００ｍバタフライ
●女子５０ｍ自由形

52.78 三浦

25.55

●女子１００ｍ背泳ぎ

相馬

心（秋田県）９月１４日

あい（青森県）９月１６日

1:00.36 古林

茨城国体

茨城国体

毬菜（山形県）９月１５日

笠松運動公園屋内

笠松運動公園屋内

茨城国体

笠松運動公園屋内

《長水路中学新記録》
●女子４×１００ｍフリーリレー
８月２５日

全国ＪＯＣ夏季

3:57.52

東京辰巳国際

●女子４×１００ｍメドレーリレー
８月２６日

全国ＪＯＣ夏季

天童ＳＳ（松浦百愛・長岡愛海・小原希々颯・松坂星夏）

4:19.90 天童ＳＳ（長岡愛海・小原希々颯・松坂星夏・松浦百愛）

東京辰巳国際

《長水路学童新記録》
●男子１００ｍ自由形
●男子５０ｍ背泳ぎ

57.35 森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）８月２２日 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際
29.91

渡部

竣也（SW 大教郡山）８月２２日

全国ＪＯＣ夏季

竣也（SW 大教郡山）８月２３日

東京辰巳国際

●男子１００ｍ背泳ぎ

1:03.51 渡部

全国ＪＯＣ夏季

東京辰巳国際

●男子１００ｍ平泳ぎ

1:09.84 森田 碧大（ｾﾝﾄﾗﾙ泉）８月２３日 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

《長水路中学新記録》
●女子１００ｍバタフライ

1:00.59 長谷川葉月（五所川原第二）８月１１日

東北中学

秋田県立総合

《短水路高校新記録》
●女子５０ｍバタフライ

26.97 秋山

栞名（SW 大教二本松） ７月２９日

県選抜ＡＡ級

郡山しんきん開

長谷川葉月（WING 五所川原）７月２７日

青森県選手権

青森県総合運動

成山

《長水路中学新記録》
●女子５０ｍバタフライ

27.69

公園屋外

《短水路高校新記録》
●女子４×２００ｍフリーリレー
５月２５日

村山地区高校総体

8:24.66

日大山形（関琴音・柴崎ひなた・加藤優奈・佐藤麗）

山形市総合スポーツセンター

《短水路中学新記録》
●女子４×１００ｍメドレーリレー
４月２１日

4:14.07 天童ＳＳ（長岡愛海・小原希々颯・松坂星夏・松浦百愛）

山形県選手権水泳競技大会

鶴岡市民

