
【  男子  】 距離 記録 名前 所属 会場 更新日時 試合名

自由形

50M 25.24 大塚 俊貴 Aセレーナ 笠松運動公園プール 11.02.27 春季JO予選

100M 56.24 大塚 俊貴 Aセレーナ 笠松運動公園プール 11.02.27 春季JO予選

200M 2:03.46 恩田 康佑 あかやまSS 笠松運動公園プール 17.02.25 春季JO予選

400M 4:24.46 加藤 浩平 つむぎSS 笠松運動公園プール 05.01.16 新年フェイスティバル

800M 9:26.98 加藤 浩平 つむぎSS 笠松運動公園プール 05.01.15 新年フェイスティバル

1500M 17:50.36 加藤 浩平 つむぎSS 笠松運動公園プール 05.01.15 新年フェイスティバル

平泳

50M 30.64 玉井 大聖 あかやまSS 辰巳国際水泳場 18.03.28 全国春季JO

100M 1:06.58 玉井 大聖 あかやまSS 辰巳国際水泳場 18.03.27 全国春季JO

200M 2:25.70 徳淵 凛 守谷インター 笠松運動公園プール 14.02.23 春季JO予選

背泳

50M 28.68 大野 泰典 タップSC 東京スイミングセンタープール 91.03.29 全国春季JO

100M 1:02.33 大野 泰典 タップSC 東京スイミングセンタープール 91.03.29 全国春季JO

200M 2:20.43 浅井翔太郎 SA水戸 笠松運動公園プール 18.01.13 新年フェスティバル

バタフライ

50M 26.60 大塚 俊貴 Aセレーナ 笠松運動公園プール 11.02.06 春季JO予選

100M 1:00.19 大塚 俊貴 Aセレーナ 笠松運動公園プール 11.01.15 春季JO予選

200M 2:13.29 伏木 晃司 Aセレーナ 笠松運動公園プール 19.03.31 北関東予選

個人メドレー

100M 1:04.16 深澤 康平 たっぷとりで 笠松運動公園プール 08.01.13 新年フェイスティバル

200IM 2:12.14 深澤 康平 たっぷとりで 辰巳国際水泳場 08.03.27 全国春季JO

400M 4:53.87 倉持 圭汰 タップ岩井 笠松運動公園プール 19.02.02 県短水路選手権

メドレーリレー

200M 1:57.65 岡西・津田 あかやまSS 辰巳国際水泳場 19.03.28 全国春季JO

大野・和田
400M

フリーリレー

200M 1:47.67 深澤・吉田 たっぷとりで 辰巳国際水泳場 08.03.29 全国春季JO

岡田・浅野

【  女子  】 距離 記録 名前 所属 会場 更新日時 試合名

自由形

50M 27.27 余村 花梨 タップ牛久 辰巳国際水泳場 12.03.29 全国春季JO

100M 59.96 関 彩花 下妻SC 辰巳国際水泳場 10.03.30 全国春季JO

200M 2:05.13 幸保 真央 Wメイツ鹿島 辰巳国際水泳場 17.03.27 全国春季JO

400M 4:30.30 幸保 真央 Wメイツ鹿島 笠松運動公園プール 17.01.15 新年フェスティバル

800M 9:24.19 鴨川 佳奈 Wメイツ鹿島 小吹運動公園プール 13.02.02 県短水路選手権

1500M

平泳

50M 33.70 出澤 美和 守谷インター 笠松運動公園プール 10.02.28 ジュニア記録会

100M 1:12.59 中澤 心暖 あかやまSS 笠松運動公園プール 20.01.12 新年フェスティバル

200M 2:38.22 出澤 美和 守谷インター 笠松運動公園プール 10.02.07 県短水路選手権

背泳

50M 28.71 井田 真由 Wメイツ鹿島 辰巳国際水泳場 16.03.28 全国春季JO

100M 1:01.19 井田 真由 Wメイツ鹿島 辰巳国際水泳場 16.03.27 全国春季JO

200M 2:14.29 井田 真由 Wメイツ鹿島 栃木県立温水プール 16.02.06 短水路選手権

バタフライ

50M 28.66 伏木 美湊 あかやまSS 辰巳国際水泳場 18.03.27 全国春季JO

100M 1:02.92 伏木 美湊 あかやまSS 辰巳国際水泳場 18.03.28 全国春季JO

200M 2:21.79 伏木 美湊 あかやまSS 笠松運動公園プール 18.01.14 新年フェスティバル

100M 1:08.30 江川 茅紘 Aセレーナ 笠松運動公園プール 17.10.29 スプリント選手権

個人メドレー
200M 2:22.17 中澤 心暖 あかやまSS 笠松運動公園プール 20.01.12 新年フェスティバル

400M 5:05.55 永塚 そら ささはら水泳塾 小吹運動公園プール 13.02.02 県短水路選手権

メドレーリレー

200M 2:01.23 井田 ・ 海野 Wメイツ鹿島 辰巳国際水泳場 16.03.28 全国春季JO

幸保 ・ 中村
400M 4:31.65 島田・竹内 あかやまSS 笠松運動公園プール 17.02.04 短水路選手権

伏木・佐藤

フリーリレー

200M 1:53.56 中村 ・井田 Wメイツ鹿島 笠松運動公園プール 16.01.17 新年フェスティバル

幸保 ・ 海野
400M 4:06.44 佐藤・島田 あかやまSS 笠松運動公園プール 17.02.05 短水路選手権

伏木・大橋


