
【  男子  】 距離 記録 名前 所属 会場 更新日時 試合名

自由形

50M 21.97 山口 慶矢 茨城競対本部 辰巳国際水泳場 18.10.27 世界選手権選考会

100M 48.50 山口 慶矢 茨城競対本部 辰巳国際水泳場 18.10.28 世界選手権選考会

200M 1:43.88 日原 将吾 あかやまSS 辰巳国際水泳場 11.02.26 日本選手権

400M 3:43.69 日原 将吾 あかやまSS 辰巳国際水泳場 11.02.27 日本選手権

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 27.37 小島健太郎 筑波大 山新スイミングアリーナ 20.02.02 短水路選手権

100M 59.00 中村 優介 筑波大 山新スイミングアリーナ 20.02.01 短水路選手権

200M 2:07.61 戸塚 潤也 筑波大 山新スイミングアリーナ 20.01.12 新年フェイスティバル

背泳

50M 24.09 金子 雅紀 筑波大学 笠松運動公園プール 14.02.01 短水路選手権

100M 51.36 金子 雅紀 筑波大学 笠松運動公園プール 14.02.02 短水路選手権

200M 1:56.50 金子 雅紀 筑波大学 小吹運動公園プール 13.05.12 北関東予選会

バタフライ

50M 23.17 和田 有真 茨城競対本部 辰巳国際水泳場 18.11.11 WCUP東京

100M 51.20 和田 有真 茨城競対本部 辰巳国際水泳場 18.11.09 WCUP東京

200M 1:55.16 渡会 舜 筑波大学 笠松運動公園プール 16.01.17 新年フェイスティバル

個人メドレー

100M 55.34 日原 将吾 あかやまSS 辰巳国際水泳場 11.01.09 東京新春短水路

200IM 1:56.72 村川 諒 茗水会 笠松運動公園プール 16.01.17 新年フェイスティバル

400M 4:09.46 金子 雅紀 筑波大学 笠松運動公園プール 14.01.12 新年フェスティバル

メドレーリレー

200M 1:37.15 金子・林 筑波大学 笠松運動公園プール 14.02.01 短水路選手権

佐藤・甫本
400M 3:34.67 金子・林 筑波大学 笠松運動公園プール 14.01.12 新年フェイスティバル

佐藤・甫本

フリーリレー

200M 1:34.96 福井・野田 あかやまSS 笠松運動公園プール 14.02.23 ジュニア記録会

大竹・秋元
400M 3:19:47 赤坂 ・ 大塚 筑波大学 山新スイミングアリーナ 20.02.02 短水路選手権

藤井 ・ 宮村
800M 7:26.24 一法師・西山 茨城県 あかやまSSプール 12.05.13 北関東予選会

河原・畠山

【  女子  】 距離 記録 名前 所属 会場 更新日時 試合名

自由形

50M 25.04 住岡 叶夢 筑波大学 山新スイミングアリーナ 20.02.01 短水路選手権

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 30.89 小林明日香 茗水会 秋田県立プール 16.02.14 秋田短水路選手権

100M 1:06.62 小林明日香 筑波大学 笠松運動公園プール 16.01.16 新年フェスティバル

200M 2:23.32 赤石 咲乃 筑波大学 山新スイミングアリーナ 20.02.02 短水路選手権

背泳

50M 27.52 諸貫 瑛美 筑波大学 笠松運動公園プール 14.01.12 新年フェスティバル

100M 59.27 諸貫 瑛美 筑波大学 小吹運動公園プール 13.05.12 北関東予選会

200M 2:07.11 齋藤ゆり子 筑波大学 笠松運動公園プール 16.01.16 新年フェスティバル

バタフライ

50M 25.95 平山 友貴奈 茨城競対本部 辰巳国際水泳場 18.10.27 世界選手権選考会

100M 57.27 平山 友貴奈 茨城競対本部 辰巳国際水泳場 18.10.28 世界選手権選考会

200M 2:06.43 三輪 彩奈 茗水会 辰巳国際水泳場 14.02.15 日本選手権

個人メドレー

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

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 4:34.81 横田 早桜 筑波大学 山新スイミングアリーナ 20.02.01 短水路選手権

メドレーリレー

200M 1:52.24 諸貫・小林 筑波大学 笠松運動公園プール 14.02.01 短水路選手権

渡辺・市川
400M 4:01.85 杉山・岸 筑波大学 笠松運動公園プール 19.02.02 短水路選手権

平田・横田

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 3:45.96 市川・平山 筑波大学 栃木温水プール館 16.02.07 短水路選手権

岡野・大西


