
長　野　県　記　録　（　長　水　路　）
２０１６年４月１日現在

種　　　目 記　　録 氏　　名 所　属 大会名 会　場 樹立日

自由形 50    22.83 伊澤　賢司 長野県 国民体育大会 長崎市民総合 2014/9/13
100    49.82 伊澤　賢司 長野県 国民体育大会 長崎市民総合 2014/9/13
200  1:53.74 小松原　祐 中京大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2013/7/27
400 3:59.75 山口　将弘 早稲田大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2009/7/12
800 8:26.63 山口　将弘 早稲田大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2010/7/11

1500 15:49.56 山口　将弘 早稲田大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2010/7/11
背泳ぎ 50    27.24 松澤　直哉 神奈川大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2014/7/26

100    57.81 松澤　直哉 長野県 国民体育大会 東京辰巳国際 2013/9/15
200 2:05.88 黒澤　晃弘 佐久長聖高 国民体育大会 広島福山市緑町公園 1996/9/8

平泳ぎ 50    28.40 岡本　悠希 国士舘大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/25
100  1:02.39 後沢　秀至 長野県 国民体育大会 秋葉山公園 2015/9/12
200 2:13.91 天満　　宏 AFASDC 日本選手権 横浜国際 2005/4/21

バタフライ 50    24.62 西澤　大樹 中京大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/25
100    53.10 原　　翔太 長野県 国民体育大会 山口きらら博 2011/9/9
200 2:01.55 伊藤　義輝 東海大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2009/7/12

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200 2:02.80 伊藤　義輝 東海大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2009/7/12
400 4:28.71 伊藤　義輝 東海大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2009/7/12

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200  1:31.25 国民体育大会 秋葉山公園 2015/9/12
伊澤　賢司 古川慎一郎 松田　優太 西澤　大樹

400  3:35.32 国民体育大会 秋葉山公園 2015/9/11
中村　　翼 西沢　優作 松澤　幸祐 帯川　隼輔

800  7:55.15 国民体育大会 長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 2012/9/15
荒生　拓人 伊藤　宏樹 西澤　大樹 松田　優太

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200  1:47.98 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/26
伊藤　宏樹 後沢　秀至 近藤　治樹 平塚　　充

400 3:45.92 国民体育大会 新潟ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽ 2009/9/13
田中　耕平 望月　僚将 原　　翔太 近藤　貴之

自由形 50 25.58 佐藤　　綾 新潟医福大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/25
100    55.83 佐藤　　綾 長野県 国民体育大会 秋葉山公園 2015/9/12
200  2:03.27 佐藤　　綾 長野東高 全国高校総体 新潟ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽ 2012/8/18
400  4:21.85 原田　彩音 長野清泉高 北信越高校 敦賀市総合 2015/7/20
800  8:57.73 原田　彩音 長野清泉高 北信越高校 石川小松 2013/7/20

1500 -- -- -- -- -- --
背泳ぎ 50    29.77 北原瑛里香 AFAS伊那 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/30

100  1:04.31 吉川　千里 飯田長姫高 北信越高校 新潟ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽ 2012/7/20
200 2:17.49 保坂真理子 伊那西高 ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ選手権 ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ 1995/2/16

平泳ぎ 50 32.52 丸山　亮子 佐久長聖高 全国JOC夏季 横浜国際 1999/8/29
100 1:10.21 丸山　亮子 佐久長聖高 全国高校総体 盛岡市立総合運動場 1999/8/20
200  2:32.12 齋藤　咲恵 AFAS伊南 JSCAﾌﾞﾛｯｸ対抗 山口きらら博 2013/10/5

バタフライ 50    27.35 小松原彩香 中京大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2012/7/28
100 1:01.79 宮島　弘実 中京大 国民体育大会 静岡県富士 2003/9/13
200  2:15.20 望月　　恵 豊科高 全国高校総体 長崎市民総合 2013/8/18

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200  2:15.59 小松原彩香 長野県 国民体育大会 長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 2012/9/15
400  4:51.52 永井　美沙 中京大 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2014/7/26

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200  1:47.00 国民体育大会 秋葉山公園 2015/9/12
佐藤　　綾 佐藤　優香 望月　　恵 永井　美沙

400  3:55.05 国民体育大会 山口きらら博 2011/9/9
佐藤　　綾 小林　茉央 米山穂乃香 小橋　侑奈

800 -- -- -- --
-- -- -- --

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200  2:02.02 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/26
北原瑛里香 谷口　文菜 百瀬　真奈 中村菜々子

400  4:19.91 国民体育大会 長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 2012/9/16
井戸本芽巳 丸山乃英理 望月　　恵 原田　彩音

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200  1:47.49 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/31
新村　　謙 原田　佳音 原田　彩音 小林　春輝

400  3:51.95 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/30
中村　　翼 中村菜々子 井口　翔太 北原瑛里香

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200  2:01.73 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/31
塩谷　朋香 谷口　泰基 増田　賢吾 谷口　文菜

400 *4:17.68 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2013/5/25
帯川　大輔 中坊　みり 望月　　恵 帯川　隼輔
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長　野　県　高　校　記　録　（　長　水　路　）
２０１６年４月１日現在

種　　　目 記　　録 氏　　名 所　属 大会名 会　場 樹立日

自由形 50  23.39 古川慎一郎 佐久長聖高 全国JOC夏季 東京辰巳国際 2014/8/30
100    52.37 久保田直輝 ISC高森 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/26
200 1:54.31 久保田直輝 ISC高森 全国JOC夏季 東京辰巳国際 2015/8/24
400 4:02.14 伊原　裕貴 ISC飯田南 全国JOC夏季 東京辰巳国際 1998/8/27
800  8:29.41 宮澤　歩夢 篠ﾉ井高 北信越高校 高岡総合 2014/7/19

1500 16:02.67 伊原　裕貴 ISC飯田南 全国JOC夏季 横浜国際 1999/8/26
背泳ぎ 50    27.40 久保田直輝 ISC高森 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/25

100 58.79 清水　　悟 長野日大高 北信越高校 福井運動公園水泳場 1995/7/21
200 2:05.88 黒澤　晃弘 佐久長聖高 国民体育大会 広島福山市緑町公園 1996/9/8

平泳ぎ 50    28.70 塩入　龍斗 SAM中央 JSCAﾌﾞﾛｯｸ対抗 鴨池公園 2014/10/4
100  1:03.25 畔上進太郎 ﾅｶﾞﾃﾞﾝ若里 JSCAﾌﾞﾛｯｸ対抗 秋葉山公園 2015/10/11
200  2:15.88 畔上進太郎 長野県 国民体育大会 秋葉山公園 2015/9/11

バタフライ 50 25.04 原　　翔太 ISC飯田 全国JOC夏季 東京辰巳国際 2007/8/30
100 54.92 帯川　大輔 松商学園高 全国高校総体 京都ｱｸｱﾘｰﾅ 2015/8/20
200  2:03.98 帯川　大輔 松商学園高 長野JOC記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/26

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200 2:07.08 丹下　智幸 諏訪二葉高 全国高校総体 山梨小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 1996/8/17
400 4:29.02 伊藤　義輝 岡谷工業高 全国高校総体 千葉県国際総合 2005/8/19

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200  1:38.74 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/31
井口　翔太 福澤　爽汰 中村　　翼 木村　航也

400  3:35.32 国民体育大会 秋葉山公園 2015/9/11
中村　　翼 西沢　優作 松澤　幸祐 帯川　隼輔

800  7:55.15 国民体育大会 長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 2012/9/15
荒生　拓人 伊藤　宏樹 西澤　大樹 松田　優太

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200  1:50.30 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2014/5/25
堀籠　和希 西野　悠眞 太田　　悟 古川慎一郎

400 3:55.16 国民体育大会 秋田県立総合 2007/10/1
青木　　聡 望月　僚将 原　　翔太 山﨑　達也

自由形 50    26.21 佐藤　　綾 長野県 国民体育大会 長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 2012/9/17
100    56.46 佐藤　　綾 長野県 国民体育大会 長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 2012/9/16
200  2:03.27 佐藤　　綾 長野東高 全国高校総体 新潟ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽ 2012/8/18
400  4:21.85 原田　彩音 長野清泉高 北信越高校 敦賀市総合 2015/7/20
800  8:57.73 原田　彩音 長野清泉高 北信越高校 石川小松 2013/7/20

1500 -- -- -- -- -- --
背泳ぎ 50    29.77 北原瑛里香 AFAS伊那 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/30

100  1:04.31 吉川　千里 飯田長姫高 北信越高校 新潟ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽ 2012/7/20
200 2:17.49 保坂真理子 伊那西高 ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ選手権 ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ 1995/2/16

平泳ぎ 50 32.52 丸山　亮子 佐久長聖高 全国JOC夏季 横浜国際 1999/8/29
100 1:10.21 丸山　亮子 佐久長聖高 全国高校総体 盛岡市立総合 1999/8/20
200 2:32.82 丸山　亮子 佐久長聖高 全国高校総体 盛岡市立総合 1999/8/17

バタフライ 50 27.76 小松原彩香 ISC駒ヶ根 全国JOC夏季 東京辰巳国際 2008/8/30
100  1:02.39 望月　　恵 穂高SC ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2013/5/26
200  2:15.20 望月　　恵 豊科高 全国高校総体 長崎市民総合 2013/8/18

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200  2:17.91 石坂　夏鈴 長野商業高 北信越高校 高岡総合 2014/7/20
400  4:54.58 永井　美沙 佐久長聖高 全国高校総体 長崎市民総合 2013/8/19

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200  1:52.20 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2011/5/29
佐藤　　綾 小林　　愛 矢澤きらら 小林　茉央

400  3:55.05 国民体育大会 山口きらら博 2011/9/9
佐藤　　綾 小林　茉央 米山穂乃香 小橋　侑奈

800 -- -- -- --
-- -- -- --

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200  2:03.98 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/31
藤澤　素子 北原瑛里香 百瀬　真奈 中村菜々子

400  4:20.34 国民体育大会 東京辰巳国際 2013/9/15
永井　美沙 櫻井　美希 望月　　恵 佐藤　優香

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200 *1:49.44 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2014/5/25
井口　翔太 倉田　大吉 中村菜々子 佐々木来那

400  3:51.95 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/30
中村　　翼 中村菜々子 井口　翔太 北原瑛里香

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200 *2:02.51 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2014/5/25
中村菜々子 倉田　大吉 井口　翔大 佐々木来那

400  4:18.98 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/30
中村菜々子 北原瑛里香 中村　　翼 井口　翔太
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長　野　県　中　学　記　録　（　長　水　路　）
２０１６年４月１日現在

種　　　目 記　　録 氏　　名 所　属 大会名 会　場 樹立日

自由形 50    24.22 西沢　優作 SSC上山田 ｺﾅﾐｵｰﾌﾟﾝ 東京辰巳国際 2015/2/21
100    54.20 久保田直輝 ISC飯田南 JSCAﾌﾞﾛｯｸ対抗 相模原市立総合 2012/10/14
200  1:58.20 松澤　幸祐 伊那中 県中学 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2014/7/19
400  4:09.61 宮澤　歩夢 長野北部中 全国中学 栃木県立温水ﾌﾟｰﾙ館 2012/8/23
800  8:39.39 宮澤　歩夢 長野DS中央 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2012/7/28

1500 16:19.33 宮澤　歩夢 長野DS中央 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2012/7/28
背泳ぎ 50    27.86 久保田直輝 ISC飯田南 JSCAﾌﾞﾛｯｸ対抗 相模原市立総合 2012/10/13

100  1:00.63 増田　賢吾 春富中 県中学 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/19
200 2:11.06 丹下　智幸 諏訪西中 全国中学 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ 1993/8/22

平泳ぎ 50    30.08 塩入　龍斗 SAM中央 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2013/7/27
100  1:05.22 塩入　龍斗 SAM中央 中部日本ｼﾞｭﾆｱ 日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ 2013/9/22
200  2:21.50 磯田　涼太 芦原中 全国中学 大阪なみはやﾄﾞｰﾑ 2011/8/22

バタフライ 50 26.13 田中　貫太 大町SS 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2013/7/27
100    57.30 田中　貫太 松本秀峰中等 県中学 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2013/7/14
200  2:10.60 松村　　翼 ISC飯田 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2014/7/26

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200  2:09.27 畔上進太郎 長野県 国民体育大会 長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 2012/9/17
400  4:38.87 石原　　聡 鼎中 北信越中学 敦賀市総合 2015/8/7

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200  1:42.57 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2014/7/26
中村　　翼 松澤　幸祐 増田　賢吾 木村佳寿帆

400 3:48.61 国民体育大会 川口市青木町 2004/9/11
原　　翔太 望月　僚将 原　　能成 五味　　源

800 -- -- -- --
-- -- -- --

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200  1:52.63 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2013/7/27
近江ｳｲﾘｱﾑ 宮崎　皇輝 田中　貫太 福嶋　竜星

400 4:04.73 JSCAﾌﾞﾛｯｸ対抗 長崎市民総合 2004/10/9
原　　能成 五味　　源 原　　翔太 望月　僚将

自由形 50    26.98 竹内　愛貴 長野県 国民体育大会 秋葉山公園 2015/9/12
100    57.92 竹内　愛貴 鎌田中 全国中学 秋田県立 2015/8/19
200  2:06.14 岩原　純子 鎌田中 全国中学 静岡県立 2013/8/22
400  4:27.40 原田　彩音 BMS小諸 JSCAﾌﾞﾛｯｸ対抗 相模原市立総合 2012/10/14
800  9:09.30 原田　彩音 BMS小諸 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2012/7/28

1500 -- -- -- -- -- --
背泳ぎ 50 30.45 吉川　千里 ISC飯田 JSCAﾌﾞﾛｯｸ対抗 新潟ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽ 2009/10/17

100  1:05.35 井戸本芽巳 波田中 県中学 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2011/7/17
200  2:18.30 井戸本芽巳 波田中 全国中学 大阪なみはやﾄﾞｰﾑ 2011/8/22

平泳ぎ 50    33.47 齋藤　咲恵 AFAS伊南 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2013/7/27
100  1:12.03 齋藤　咲恵 赤穂中 県中学 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2013/7/14
200  2:32.12 齋藤　咲恵 AFAS伊南 JSCAﾌﾞﾛｯｸ対抗 山口きらら博 2013/10/5

バタフライ 50 28.62 小松原彩香 ISC駒ヶ根 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞAG ｳｪﾘﾝﾄﾝ･ｱｸｱ 2006/3/12
100  1:03.13 望月　　恵 豊科南中 全国中学 大阪なみはやﾄﾞｰﾑ 2011/8/23
200  2:16.79 大濵　美月 SAM中央 全国JOC夏季 東京辰巳国際 2013/8/28

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200  2:18.20 石坂　夏鈴 裾花中 全国中学 栃木県立温水ﾌﾟｰﾙ館 2012/8/23
400  4:57.26 石坂　夏鈴 長野DSS 全国JOC夏季 東京辰巳国際 2012/8/27

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200  1:54.05 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/25
小田切海空 佐藤　　柊 今牧まりあ 桜井　莉伽

400  4:08.30 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/25
小田切海空 佐藤　　柊 今牧まりあ 桜井　莉伽

800 -- -- -- --
-- -- -- --

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200  2:06.49 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2011/5/29
井戸本芽巳 紙透はるか 上條　瑞歩 砂川史絵里

400  4:35.83 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/26
佐藤　　柊 今牧まりあ 桜井　莉伽 小田切海空

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200  1:50.51 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/31
増田　賢吾 木村佳寿帆 谷口　文菜 塩谷　朋香

400  4:23.74 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/30
田多井遼河 福岡　　葵 宮澤　晶穂 倉田　颯斗

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200  2:01.73 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/31
塩谷　朋香 谷口　泰基 増田　賢吾 谷口　文菜

400  4:35.86 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/30
塩谷　朋香 谷口　泰基 増田　賢吾 谷口　文菜
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子

SAM石芝

AFAS伊那

AFAS伊那

ISC飯田

長野県

ISC飯田

ISC飯田
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長　野　県　学　童　記　録　（　長　水　路　）
２０１６年４月１日現在

種　　　目 記　　録 氏　　名 所　属 大会名 会　場 樹立日

自由形 50 25.82 田中　貫太 大町SS 朝日・ﾆｯｶﾝｵｰﾙ学童 鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 2011/3/13
100    59.22 横山　優大 SSC篠ノ井 朝日ｵｰﾙ学童 鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 2015/3/15
200  2:10.95 福嶋　竜星 大町SS 朝日・ﾆｯｶﾝｵｰﾙ学童 鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 2012/3/10
400  4:35.74 横山　優大 SSC篠ノ井 朝日ｵｰﾙ学童 鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 2015/3/14
800 10:05.06 相河　悠太 SAM中央 中信選手権 松本市民 2015/9/6

1500 18:52.42 相河　悠太 SAM中央 中信選手権 松本市民 2015/9/6
背泳ぎ 50 31.73 田中　祐樹 ﾍﾙｽﾊﾟ塩尻 全国JOC夏季 東京辰巳国際 1993/8/26

100  1:07.93 増田　賢吾 AFAS伊那 東京SC招待 東京SC 2012/11/22
200  2:27.60 増田　賢吾 AFAS伊那 東京SC招待 東京SC 2012/11/23

平泳ぎ 50 32.42 近江ハリー 大町SS 朝日ｵｰﾙ学童 鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 2014/3/16
100 1:10.92 宮澤　歩夢 長野DS中央 ｺﾅﾐｵｰﾌﾟﾝ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ本店西宮 2010/1/17
200 2:33.78 宮澤　歩夢 長野DS中央 東京SC招待 東京SC 2009/11/20

バタフライ 50 27.63 田中　貫太 大町SS 朝日・ﾆｯｶﾝｵｰﾙ学童 鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 2011/3/13
100 1:01.09 田中　貫太 大町SS 朝日・ﾆｯｶﾝｵｰﾙ学童 鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 2011/3/13
200 2:29.69 帯川　大輔 松本中央SS 中信選手権 松本市民 2009/9/6

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200 2:22.97 宮澤　歩夢 長野DS中央 ｺﾅﾐｵｰﾌﾟﾝ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ本店西宮 2010/1/16
400 5:04.68 宮澤　歩夢 長野DS中央 東京SC招待 東京SC 2009/11/20

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200 1:51.31 朝日・ﾆｯｶﾝｵｰﾙ学童 鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 2011/3/13
田中　貫太 福嶋　竜星 宮沢　　光 近江ｳｲﾘｱﾑ

400 *4:29.18 中信選手権 松本市民 2009/9/6
帯川　大輔 塩入　龍斗 八重樫　響 田内　利宗

800 -- -- -- --
-- -- -- --

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200 2:03.16 朝日・ﾆｯｶﾝｵｰﾙ学童 鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 2011/3/13
近江ｳｲﾘｱﾑ 宮崎　皇輝 田中　貫太 宮沢　　光

400  *5:17.97 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2011/5/28
相澤  龍 宮澤 汰聖 宮澤 友静 倉澤 尚吾

自由形 50 28.38 岩原　純子 ﾙﾈｻﾝｽ松本 中信選手権 松本市民 2010/9/5
100 1:01.67 岩原　純子 ﾙﾈｻﾝｽ松本 全国JOC夏季 東京辰巳国際 2010/8/27
200  2:11.55 山岸　琴美 ISC飯田 全国JOC夏季 東京辰巳国際 2015/8/22
400  4:39.19 佐藤　紫苑 ISC飯田 東京SC招待 東京SC 2015/11/20
800  9:42.94 佐藤　紫苑 ISC飯田 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/25

1500 -- -- -- -- -- --
背泳ぎ 50    31.99 佐藤　　柊 ISC飯田 全国JOC夏季 東京辰巳国際 2013/8/27

100  1:08.60 片塩　陽里 ﾅｶﾞﾃﾞﾝ中野 全国JOC夏季 東京辰巳国際 2011/8/25
200  2:26.98 土屋なつみ 長野DSS 東京SC招待 東京SC 2009/11/20

平泳ぎ 50 33.84 中村沙耶香 穂高SC 全国JOC夏季 横浜国際 1999/8/29
100 1:14.96 中村沙耶香 穂高SC 全国JOC夏季 横浜国際 1999/8/26
200  2:40.04 佐藤　紫苑 ISC飯田 東京SC招待 東京SC 2015/11/21

バタフライ 50    29.75 山岸　琴美 ISC飯田 JSCAﾌﾞﾛｯｸ対抗 秋葉山公園 2015/10/10
100  1:05.53 山岸　琴美 ISC飯田 東京SC招待 東京SC 2015/11/20
200 2:24.62 大濵　美月 SAM中央 朝日・ﾆｯｶﾝｵｰﾙ学童 鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 2011/3/12

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200  2:26.24 佐藤　紫苑 ISC飯田 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/31
400  5:05.73 山岸　琴美 ISC飯田 東京SC招待 東京SC 2015/11/23

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200  2:01.10 長野県選手権 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/7/25
山岸　琴美 東　　夏蓮 矢崎　七海 佐藤　紫苑

400  *4:31.97 中信選手権 松本市民 2009/9/6
中村　　茜 水谷　好香 小林　歩加 上條　瑞歩

800 -- -- -- --
-- -- -- --

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200  2:13.34 信越ﾌﾞﾛｯｸAG対抗 柏崎ｱｸｱﾊﾟｰｸ 2015/6/28
矢崎　七海 佐藤　紫苑 山岸　琴美 東　　夏蓮

400  *5:06.69 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2013/5/25
福岡　　葵 柳原　佳奈 柳原　果歩 田上　希水

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200  2:06.73 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/31
中村　　熙 宮澤　文音 篠田　　宙 林　　未夏

400 *5:46.21 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2014/5/24
花岡　美奈 中村　和憲 中村　実鈴 林　佑希人

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200  2:24.79 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ記録会 ｱｸｱｳｲﾝｸﾞ 2015/5/31
林　　未夏 篠田　　宙 中村　　熙 宮澤　文音

400 -- -- -- --
-- -- -- --
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