
【  男子  】 距離 記録 名前 所属 会場 更新日時 試合名

自由形

50M 22.69 猿山 翔太 あかやまSS 辰巳国際水泳場 19.03.29 全国春季JO

100M 50.02 猿山 翔太 あかやまSS 笠松運動公園プール 18.07.29 ジュニア記録会

200M 1:48.91 日原 将吾 あかやまSS 辰巳国際水泳場 05.03.30 全国春季JO

400M 3:49.44 徳淵 凛 守谷インター 笠松運動公園プール 20.01.12 新年フェスティバル

800M 8:02:50 小野吏久人 タップ龍ヶ崎 辰巳国際水泳場 19.03.28 全国春季JO

1500M 15:05.96 小野吏久人 タップ龍ヶ崎 笠松運動公園プール 18.01.13 新年フェスティバル

平泳

50M 27.72 徳淵 凛 守谷インター 笠松運動公園プール 19.01.13 新年フェスティバル

100M 59.73 徳淵 凛 守谷インター 笠松運動公園プール 19.01.12 新年フェスティバル

200M 2:08.82 徳淵 凛 守谷インター 辰巳国際水泳場 19.03.29 全国春季JO

背泳

50M 24.91 桜田 遼 イトマン守谷 辰巳国際水泳場 18.03.29 全国春季JO

100M 54.75 青木 佑介 常磐大高/SA水戸 辰巳国際水泳場 17.03.30 全国春季JO

200M 1:57:49 青木 佑介 常磐大高/SA水戸 辰巳国際水泳場 17.03.29 全国春季JO

バタフライ

50M 23.87 大塚 俊貴 Aセレーナ 笠松運動公園プール 15.02.22 春季JO予選

100M 52.51 大塚 俊貴 Aセレーナ 笠松運動公園プール 17.02.25 春季JO予選

200M 1:58.57 大塚 俊貴 Aセレーナ 笠松運動公園プール 17.02.05 短水路選手権

個人メドレー

100M 56.54 仲野 航平 ルネ水戸 笠松運動公園プール 16.10.10 スプリント選手権

200IM 1:59:59 徳淵 凛 守谷インター 笠松運動公園プール 20.01.12 新年フェスティバル

400M 4:17.49 野田 飛雄馬 あかやまSS 辰巳国際水泳場 14.03.28 全国春季JO

メドレーリレー

200M 1:44.86 出沼・徳淵 守谷インター 笠松運動公園プール 18.02.03 短水路選手権

渡沼・佐々木
400M 3:46.77 出沼・徳淵 守谷インター 笠松運動公園プール 17.07.30 ジュニア記録会

渡沼・佐々木

フリーリレー

200M 1:34:11 猿山・山越 あかやまSS 笠松運動公園プール 18.10.08 スプリント選手権

菊池・矢吹
400M 3:26.73 猿山・山越 あかやまSS 笠松運動公園プール 19.02.24 春季JO予選

會澤・木城
800M 8:56.20 守屋・長谷川 水戸商高 水戸屋内プール 78.10.10 水戸地区選手権

鈴木・稲垣

【  女子  】 距離 記録 名前 所属 会場 更新日時 試合名

自由形

50M 25.67 五十畑 彩花 あかやまSS 笠松運動公園プール 19.02.24 春季JO予選

100M 54.41 山野井 絵里 JAPAN ドイツ 97.02.01 ワールドカップ遠征

200M 1:59.03 山野井 絵里 Wメイツ鹿島 辰巳国際水泳場 97.03.27 全国春季JO

400M 4:07.46 山野井 絵里 Wメイツ鹿島 辰巳国際水泳場 95.04.04 日本短水路選手権

800M 8:26.50 山野井 絵里 Wメイツ鹿島 辰巳国際水泳場 97.03.27 全国春季JO

1500M 17:16.30 小池 優媛 タップ龍ヶ崎 笠松運動公園プール 17.01.14 新年フェスティバル

平泳

50M 32.34 小糸 和 ルネ水戸 辰巳国際水泳場 05.02.27 日本短水路選手権

100M 1:09.88 小糸 和 ルネ水戸 辰巳国際水泳場 05.02.28 日本短水路選手権

200M 2:27.37 柳館 麻由 ルネ龍ヶ崎 ダイエーフェニックスプール 13.03.30 全国春季JO

背泳

50M 28.46 五十畑 彩花 あかやまSS 笠松運動公園プール 18.12.02 ジュニア選手権

100M 1:00.92 五十畑 彩花 あかやまSS 笠松運動公園プール 17.02.04 短水路選手権

200M 2:09.43 島添 紗妃 イトマン守谷 辰巳国際水泳場 09.03.27 全国春季JO

バタフライ

50M 27.07 小野澤 遥 あかやまSS 笠松運動公園プール 10.02.07 県短水路選手権

100M 58.09 小野澤 遥 あかやまSS 辰巳国際水泳場 10.03.29 全国春季JO

200M 2:07.44 廣瀬 夏希 タップ龍ヶ崎 辰巳国際水泳場 11.02.26 日本短水路選手権

100M 1:03.83 小野寺 涼夏 Wメイツ鹿島 笠松運動公園プール 15.01.17 新年フェイスティバル

個人メドレー
200M 2:12.79 小野寺 涼夏 Wメイツ鹿島 笠松運動公園プール 15.08.01 夏季JO予選

400M 4:40.05 小野寺 涼夏 Wメイツ鹿島 辰巳国際水泳場 14.03.28 夏季JO予選

メドレーリレー

200M 1:59.77 神坂・矢野 常磐大高 笠松運動公園プール 17.10.29 スプリント選手権

菅谷・澤畠
400M 4:13.87 五十畑・秋元 あかやまSS 笠松運動公園プール 16.07.31 ジュニア記録会

菅谷・稲垣

フリーリレー

200M  1:49.46 菅谷・矢野 常磐大高 笠松運動公園プール 17.10.29 スプリント選手権

澤畠・神坂
400M 3:52.35 松本・新川 Wメイツ鹿島 辰巳国際水泳場 04.03.30 全国春季JO

平山・大川


