
２０２２年度 東北記録更新履歴 
 

《長水路中学新記録》 

●女子５０ｍ平泳ぎ 32.80  佐々木珠南（JAPAN）３月１４日 ナショナルエイジグループ2023 シンガポール 

 

《短水路新記録》 

●男子１００ｍ個人メドレー 54.85  今野 文翔（水沢ＳＣ）２月２５日 盛岡市立総合プール記録会 盛岡市立総合 

●女子４×１００ｍフリーリレー 3:46.07 山形ＤＣ (長岡 海涼・長岡 愛海・遠藤 咲来・松坂 星夏) 

２月２６日 山形県チャレンジ記録会 酒田市光ケ丘 

 

《短水路中学新記録》 

●女子２００ｍ自由形 1:59.56  長岡 海涼（山形ＤＣ）２月２６日 山形県チャレンジ記録会 酒田市光ケ丘 

 

《短水路新記録》《短水路中学新記録》 

●女子１００ｍ自由形 55.07  佐々木珠南（ウイング八戸）２月１９日 青森県短水路ジュニア記録会 六ヶ所村ろっぷ 

 

《短水路中学新記録》 

●男子４×５０ｍメドレーリレー 1:48.42 ウイング弘前 (雪田 琉央・山田 遥空・佐藤 瑠威・福士愛夢斗) 

２月１９日 青森県短水路ジュニア記録会 六ヶ所村ろっぷ 

 

《短水路学童新記録》 

●男子４×１００ｍフリーリレー 3:57.07 ヤクルト東 (野澤 有真・三橋響之友・三上 陽彩・種市 陽斗) 

２月１９日 青森県短水路ジュニア記録会 六ヶ所村ろっぷ 

 

《日本短水路学童新記録》《短水路学童新記録》 

●男子４×５０ｍフリーリレー 1:41.77 青森県選抜 (石田紘一朗・三橋響之友・大羽沢 仁・成田宗士楼) 

２月１９日 青森県水泳連盟AA級 六ヶ所村ろっぷ 

 

《短水路学童新記録》 
●男子４００ｍ自由形 4:10.70  石田紘一朗（ウイング八戸）２月５日 青森県室内選手権 鰺ヶ沢町室内 
●男子８００ｍ自由形 8:54.15  石田紘一朗（ウイング八戸）２月４日 青森県室内選手権 鰺ヶ沢町室内 
●男子１５００ｍ自由形 16:53.43  石田紘一朗（ウイング八戸）２月４日 青森県室内選手権 鰺ヶ沢町室内 
 

《短水路中学新記録》 

●女子１００ｍ自由形 55.18  佐々木珠南（ウイング八戸）２月４日 青森県室内選手権 鰺ヶ沢町室内 

 

《短水路学童新記録》 
●男子１００ｍ自由形 54.55  石田紘一朗（ウイング八戸）１月８日 JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 青森ヤクルト 
●男子２００ｍ自由形 1:58.92  石田紘一朗（ウイング八戸）１月８日 JSCA新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 青森ヤクルト 

 

《短水路中学新記録》 

●男子４×５０ｍフリーリレー 1:38.87 郡山インター (柿 旺太朗・松浦 璃久・竹田 孝河・石川 遼弥) 

１２月１１日 県中地区秋季室内 郡山しんきん 

 

《短水路学童新記録》 
●男子５０ｍ自由形 24.70  成田宗士楼（青森ヤクルト）１２月１１日 青森ヤクルト招待 青森ヤクルト 
 



《長水路中学新記録》 

●女子４００ｍ個人メドレー 4:46.35  佐々木珠南（八戸東）１２月４日 ジャパンオープン 辰巳国際 

 

《短水路学童新記録》 
●男子１００ｍ自由形 55.47  石田紘一朗（ウイング八戸）１１月１３日 ＪＯＣ春季県予選 鰺ヶ沢町室内 
 

《長水路高校新記録》 
●女子１００ｍ自由形 56.43  髙橋  凛（秋田北）１０月２８日 東北高校新人 秋田県立総合 

 

《短水路新記録》《短水路中学新記録》 

●女子１００ｍ個人メドレー 1:01.79  佐々木珠南（ウイング八戸）１０月２２日 日本選手権（25ｍ） 辰巳国際 

 

《長水路学童新記録》 
●男子５０ｍ自由形 26.16  成田宗士楼（青森ヤクルト）１０月１日 全国ＪＳＣＡ 高知くろしおアリーナ 

●男子４×５０ｍフリーリレー 1:48.52 東北 

 (成田宗士楼（青森ヤクルト）・大羽沢 仁（ヤクルト八戸）・三橋響之友（ヤクルト東）・佐藤 陽介（ＫＳＧ東北）) 

１０月２日 全国ＪＳＣＡ 高知くろしおアリーナ 

 
《長水路新記録》 
●男子１００ｍバタフライ 52.41  三浦  心（秋田県）９月１７日 国体 日環アリーナ栃木 
●女子１００ｍバタフライ 58.23  相馬 あい（青森県）９月１７日 国体 日環アリーナ栃木 

 

《長水路中学新記録》 

●女子２００ｍ個人メドレー 2:14.66  長岡 海涼（山形県）９月１９日 国体 日環アリーナ栃木 

 
《長水路新記録》《長水路高校新記録》 
●女子５０ｍ背泳ぎ 28.70  長岡 愛海（日本）９月４日 世界ジュニア選手権 ペルー・リマ 

《長水路中学新記録》 

●女子２００ｍ個人メドレー 2:15.55  佐々木珠南（ウイング八戸）８月２５日 全国ＪＯＣ夏季 辰巳国際 

《長水路学童新記録》 
●男子１００ｍ自由形 56.71  石田紘一朗（ウイング八戸）８月２２日 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際 
●男子２００ｍ自由形 2:01.18  石田紘一朗（ウイング八戸）８月２３日 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際 

 

《短水路中学新記録》 

●女子２００ｍ個人メドレー 2:10.16  長岡 海涼（山形五）８月１９日 全国中学 宮城G21 

●女子４００ｍ個人メドレー 4:34.79  長岡 海涼（山形五）８月１８日 全国中学 宮城G21 

 

《長水路高校新記録》 
●女子５０ｍ自由形 25.86  髙橋  凛（秋田北）８月１６日 日本高校 高知くろしお 

 

《長水路中学新記録》 

●女子２００ｍ個人メドレー 2:15.76  佐々木珠南（八戸東）８月７日 東北中学 盛岡市立総合 

●女子４００ｍ個人メドレー 4:47.46  長岡 海涼（山形五）８月６日 東北中学 盛岡市立総合 

 
《長水路新記録》 
●男子５０ｍ自由形 22.54  今野 太介（早稲田大）７月３１日 山形県選手権 米沢市営 



 

 

 
《長水路学童新記録》 
●男子４００ｍ自由形 4:17.79  石田紘一朗（ウイング八戸）７月３１日 青森県選手権 八戸市市民 
●男子８００ｍ自由形 9:14.19  石田紘一朗（ウイング八戸）７月３０日 青森県選手権 八戸市市民 

●男子１５００ｍ自由形 17:34.19  石田紘一朗（ウイング八戸）７月３０日 青森県選手権 八戸市市民 

 
《長水路高校新記録》 
●女子１００ｍ背泳ぎ 1:00.92  長岡 愛海（山形商業）７月２１日 東北大会 盛岡市立総合 
 
《長水路高校新記録》 
●女子５０ｍ自由形 26.04  髙橋  凛（秋田北高校）６月２４日 県高校総体 秋田県立総合 
●女子１００ｍ自由形 56.53  髙橋  凛（秋田北高校）６月２６日 県高校総体 秋田県立総合 

 

《長水路中学新記録》 

●女子５０ｍ平泳ぎ 33.21  三浦 愛莉（福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC）６月１１日 岩手県選手権 盛岡市立総合 

 
《短水路高校新記録》 
●女子５０ｍ自由形 25.54  髙橋  凛（秋田北高校）６月４日 高校中央支部総体 秋田県立総合 
●女子１００ｍ自由形 55.64  髙橋  凛（秋田北高校）６月４日 高校中央支部総体 秋田県立総合 

 
《長水路新記録》《長水路高校新記録》 
●女子５０ｍ背泳ぎ 28.86  長岡 愛海（山形ＤＣ）４月３０日 日本選手権 横浜国際 

 

《長水路高校新記録》 
●女子１００ｍ背泳ぎ 1:01.03  長岡 愛海（山形ＤＣ）４月２９日 日本選手権 横浜国際 
 

《長水路中学新記録》 

●女子４００ｍ個人メドレー 4:49.47  長岡 海涼（山形ＤＣ）４月２９日 日本選手権 横浜国際 


