
【  男子  】 距離 記録 名前 所属 会場 更新日時 試合名

自由形

50M 23.93 大塚 俊貴 茨城県 辰巳国際水泳場 13.09.14 東京国体

100M 52.39 斉藤 孝佳 鹿島中 栃木県立温水プール 13.07.16 全中予選

200M 1:54.16 植竹 亮太 千代川中 静岡県立水泳場 13.08.22 全国中学

400M 3:58.94 植竹 亮太 千代川中 静岡県立水泳場 13.08.23 全国中学

800M 8:32.30 小野 吏久人 霞ヶ浦SC 敷島公園水泳場 15.01.25 群馬ディスタンス招待

1500M 16:16.48 塙 裕哉 下妻中 なみはやドーム 02.08.22 全国中学

平泳

50M 29.93 徳淵 凛 守谷インター 辰巳国際水泳場 17.02.18 KONAMI OPEN

100M 1:04.62 徳淵 凛 守谷インター 辰巳国際水泳場 17.02.19 KONAMI OPEN

200M 2:18.73 徳淵 凛 守谷インター 辰巳国際水泳場 16.05.22 JAPAN OPEN

背泳

50M 26.88 大野 泰典 タップSC 東京スイミングセンタープール 93.11.21 TSC招待

100M 57.91 忍田 尊 イトマン古河 辰巳国際水泳場 18.08.26 全国夏季JO

200M 2:06.25 大野 泰典 茨城県 香川県立総合プール 93.09.05 東四国国体

バタフライ

50M 25.31 大塚 俊貴 Aセレーナ 東京スイミングセンター 13.11.24 TSC招待

100M 54.94 大塚 俊貴 手代木中 静岡県立水泳場 13.08.23 全国中学

200M 2:05.85 大塚 俊貴 Aセレーナ 辰巳国際水泳場 13.08.28 全国夏季JO

個人メドレー
200M 2:07.41 仲野 航平 茨城県 辰巳国際水泳場 13.09.15 東京国体

400M 4:28.05 小野 吏久人 タップ龍ヶ崎 辰巳国際水泳場 16.02.20 KONAMI OPEN

メドレーリレー

200M 1:55:52 忍田・比留間 イトマン古河 笠松運動公園プール 17.06.17 長水路記録会

稲葉・沼田
400M 3:54.96 仲野・斉藤 茨城県 辰巳国際水泳場 13.09.14 東京国体

大塚・植竹

フリーリレー

200M 1:45.42 大槻・小野 霞ヶ浦SC 笠松運動公園プール 14.07.06 県選手権

香月・野村
400M 3:41.87 田中・薄 イトマン守谷 東大阪アリーナ 17.11.25 イトマン招待

猪股・渡邊
800M 8:13.62 香月・兵頭 霞ヶ浦SC 笠松運動公園プール 14.07.06 県選手権

小野・大槻

【  女子  】 距離 記録 名前 所属 会場 更新日時 試合名

自由形

50M 26.67 余村 花梨 牛久一中 笠松運動公園プール 14.07.12 県中学総体

100M 58.08 関 彩花 茨城中 静岡県立水泳場 13.08.23 全国中学

200M 2:03:52 佐藤 真論 総和中 京都アクアアリーナ 19.08.18 全国中学

400M 4:20.57 中村 実夢 Wメイツ鹿島 笠松運動公園プール 18.05.27 ゆめカップ

800M 9:00.53 中村 実夢 Wメイツ鹿島 千葉国際水泳場 19.02.16 KONAMI OPEN

1500M 18:59.13 佐藤 真論 あかやまSS 筑波大学プール 18.04.15 長距離記録会

平泳

50M 33.85 黒沢 祐子 ラーナ 辰巳国際水泳場 06.08.30 全国夏季JO

100M 1:12.55 石塚 日奈子 取手一中 福岡県立総合プール 09.08.23 全国中学

200M 2:33.64 出澤 美和 けやき台 栃木県立温水プール 12.08.22 全国中学

背泳

50M 29.49 井田 真由 JAPAN オーストラリア パース 19.01.21 西オーストラリア州選手権

100M 1:02:50 井田 真由 潮来二中 岡山児島地区公園水泳場 18.08.19 全国中学

200M 2:14.22 井田 真由 潮来二中 岡山児島地区公園水泳場 18.08.18 全国中学

バタフライ

50M 28.42 平山 友貴奈 Wメイツ鹿島 辰巳国際水泳場 10.06.05 JAPANOPEN

100M 1:01.56 平山 友貴奈 Wメイツ鹿島 辰巳国際水泳場 10.08.28 全国夏季JO

200M 2:13.93 廣瀬 夏希 龍ヶ崎愛宕中 ダイエーフェニックスプール 08.08.22 全国中学

個人メドレー
200M 2:18.61 加藤 瑞樹 稲田中 鈴鹿スポーツガーデン 05.08.23 全国中学

400M 4:52.32 對馬 彩果 清真学園中 福岡県立総合プール 09.08.22 全国中学

メドレーリレー

200M 2:06.62 桑原・永塚 結城 笠松運動公園プール 14.10.03 県中学新人

竹内・石島
400M 4:24.73 林田・加藤 茨城県 岡山小島地区水泳場 05.09.11 岡山国体

塚田・谷家

フリーリレー

200M 1:49.25 林田・高橋 茨城県 岡山小島地区水泳場 05.09.12 岡山国体

加藤・谷家
400M 3:59.56 小泉・五十畑 古河一中 くろしおアリーナ 14.08.22 県選手権

稲垣・黒澤
800M


