
（2022/09/11現在）

種 目 距離 氏 名 所 属 期 日 大 会 名 場 所

自由形 50m  23 ．40 一戸　元喜 日本大学 '19/06/01 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m  51 ．87 一戸　元喜 日本大学 '19/06/02 岩手県選手権 盛岡市立総合

200m 1：53 ．45 小松代和磨 岩手県 '13/09/13 国民体育大会 東京辰巳国際

400m 3：57 .32 小松代和磨 一関第一高等学校 '14/08/17 日本高等学校選手権 千葉国際総合水泳場

800m 8：19 ．12 小松代和磨 一関第一高等学校 '14/08/19 日本高等学校選手権 千葉国際総合水泳場

1500m 15：34 ．81 小松代和磨 一関第一高等学校 '14/08/19 日本高等学校選手権 千葉国際総合水泳場

背泳 50m  26 ．90 陣ケ岡　胤 花巻東高等学校 '12/08/30 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

100m 56 ．73 陣ヶ岡　胤 花巻東高等学校 '13/08/18 日本高等学校選手権 長崎市民総合プール

200m 2：04 ．65 陣ケ岡　胤 花巻東高等学校 '13/07/19 東北高等学校選手権 宮城県総合運動公園

平泳 50m  28 ．79 三上　　凌 ＭＹＳＣ '19/11/23 東京都ＯＰＥＮ 東京辰巳国際

100m 1：04 ．18 高瀬　龍人 福岡高等学校 '17/07/23 東北高等学校選手権 宮城県総合運動公園

200m 2：17 ．13 斉藤　聖隆 岩手県 '16/09/09 国民体育大会 盛岡市立総合

バタフライ 50m  24 ．44 一戸　元喜 ＪＳＳ盛岡 '22/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m  53 ．97 一戸　元喜 日本大学 '19/06/02 岩手県選手権 盛岡市立総合

200m 2：01 ．08 吉田　　考 花巻東高等学校 '14/07/19 東北高等学校選手権 秋田県立総合

個人
メドレー

200m 2：04 ．54 保坂　誠也 岩手県 '19/09/14 国民体育大会 笠松運動公園屋内プール

400m 4 : 28 .64 菊池　幹大 一関第一高等学校 '21/08/20 日本高等学校選手権 長野運動公園総合市民プール

フリー
リレー

200m 1：37 ．53
高　橋・畑　中
氷　見・菊　池

岩手県 '02/09/23 国民体育大会 高知・くろしおアリーナ

400m 3 :35 .79
阿　部・櫻　田
櫻　井・菊　池

盛岡南高等学校 '21/08/25 全国ＪＯＣ夏季 東和薬品ラクタブドーム

800m 7：44 ．25
小松代・塚　野
吉　田・向中野

岩手県 '14/09/12 国民体育大会 長崎市民総合プール

メドレー
リレー

200m 1 : 48 .20
吉　田・山　田
一　戸・熊　谷

ＪＳＳ盛岡 '21/05/29 岩手県選手権 盛岡市立総合

400m 3：49 ．66
陣ヶ岡・山　田
中　澤・小松代

岩手県 '16/09/11 国民体育大会 盛岡市立総合

長水路競泳岩手県記録〔男子〕
記 録



（2022/09/11現在）

種 目 距離 氏 名 所 属 期 日 大 会 名 場 所

自由形 50m  26 ．35 千葉すみれ 一関第一高等学校 '17/07/23 東北高等学校選手権 宮城県総合運動公園

100m 57 . 13 一関第一高等学校 '09/08/19 日本高等学校選手権 大阪・なみはやドーム

200m 2：05 ．68 菅原　　碧 花巻中学校 '09/08/09 東北中学校 秋田県立総合

400m 4：19 ．14 中島千咲代 ＪＳＳ青山 '16/03/20 シンガポールAG選手権 シンガポール

800m 8：51 ．22 中島千咲代 ＪＳＳ盛岡 '19/08/23 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

背泳 50m  30 ．46 村上　結莉 ＪＳＳ青山 '19/06/01 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m 1：04 ．22 後藤　智子 東洋大学 '16/06/12 岩手県選手権 盛岡市立総合

200m 2：17 ．83 後藤　智子 東洋大学 '16/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

平泳 三上　華海 盛岡大学 '16/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

千葉　彩佳 福岡МＳＣ '22/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m 1 : 10 .60 千葉　彩佳 福岡高等学校 '21/07/18 東北高等学校 秋田県立総合

200m 2：32 ．99 千葉　彩佳 福岡高等学校 '22/07/19 東北高等学校 盛岡市立総合

バタフライ 50m 27 . 66 西澤　七海 神奈川大学 '22/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m 1 : 00 .00 西澤　七海 盛岡南高等学校 '21/08/19 日本高等学校選手権 長野運動公園総合

200m 2：13 ．73 小林あゆみ 一関第一高等学校 '09/07/19 東北高等学校選手権 いわき市民

個人
メドレー

200m 2 : 22 .42 浅沼　芽依 盛岡南高等学校 '21/06/19 岩手県高総体 盛岡市立総合

400m 4：58 ．52 菊池　桃和 桜町中学校 '22/07/16 岩手県中総体 盛岡市立総合

フリー
リレー

200m 1：49 ．91
後　藤・菅　原
熊　坂・石　川

岩手県 '15/09/12 国民体育大会 和歌山・秋葉山公園

400m 3：55 .64
中　島・千　葉
　森　・阿　部

岩手県 '17/09/15 国民体育大会 愛媛・松山中央公園プール

800m 8：43 .74
及　川・青　木
吉　田・阿　部

盛岡南高等学校 '17/08/20 日本高等学校選手権 宮城県総合運動公園

メドレー
リレー

200m 2 : 03 .16
山　崎・三　浦
福　田・千　葉

福岡ＭＳＣ '21/05/29 岩手県選手権 盛岡市立総合

400m 4：17 ．79
平　賀・藤　原
田　中・菅　原

盛岡南高等学校 '10/07/24 東北高等学校選手権 盛岡市立総合

長水路競泳岩手県記録〔女子〕
記 録

及川　里奈

50m 33 . 14



（2022/09/11現在）

種 目 距離 氏 名 所 属 期 日 大 会 名 場 所

自由形 50m  23 ．88 向中野元気 盛岡第一高等学校 '14/08/18 日本高等学校選手権 千葉国際総合水泳場

100m  51 ．95 向中野元気 岩手県 '14/09/13 国民体育大会 長崎市民総合プール

200m 1：53 ．45 小松代和磨 岩手県 '13/09/13 国民体育大会 東京辰巳国際

400m 3：57 .32 小松代和磨 一関第一高等学校 '14/08/17 日本高等学校選手権 千葉国際総合水泳場

800m 8：19 ．12 小松代和磨 一関第一高等学校 '14/08/19 日本高等学校選手権 千葉国際総合水泳場

1500m 15：34 ．81 小松代和磨 一関第一高等学校 '14/08/19 日本高等学校選手権 千葉国際総合水泳場

背泳 50m  26 ．90 陣ヶ岡　胤 花巻東高等学校 '12/08/30 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

100m  56 ．73 陣ヶ岡　胤 花巻東高等学校 '13/08/18 日本高等学校選手権 長崎市民総合プール

200m 2：04 ．65 陣ヶ岡　胤 花巻東高等学校 '13/07/19 東北高等学校選手権 宮城県総合運動公園

平泳 50m  28 ．82 三上　　凌 第一学院 '18/02/17 KONAMI OPEN 2018 東京辰巳国際

100m 1：04 ．18 高瀬　龍人 福岡高等学校 '17/07/23 東北高等学校選手権 宮城県総合運動公園

200m 2：17 ．13 斉藤　聖隆 岩手県 '16/09/09 国民体育大会 盛岡市立総合

バタフライ 50m  25 ．50 一戸　元喜 ＪＳＳ盛岡 '16/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m  54 ．77 一戸　元喜 ＪＳＳ盛岡 '16/08/26 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

200m 2：01 ．08 吉田　　考 花巻東高等学校 '14/07/19 東北高等学校選手権 秋田県立総合

200m 2：06 ．37 藤村　優太 盛岡南高等学校 '13/07/19 東北高等学校選手権 宮城県総合運動公園

400m 4 : 28 .64 菊池　幹大 一関第一高等学校 '21/08/20 日本高等学校選手権 長野運動公園総合市民プール

フリー
リレー

200m 1：40 ．20
澤　田・遠　藤
千　葉・及　川 高等学校選抜 '06/07/30 岩手県選手権 岩手県営屋内温水

400m 3 :35 .79
阿　部・櫻　田
櫻　井・菊　池 盛岡南高等学校 '21/08/25 全国ＪＯＣ夏季 東和薬品ラクタブドーム

800m 7：44 ．25
小松代・塚　野
吉　田・向中野 岩手県 '14/09/12 国民体育大会 長崎市民総合プール

メドレー
リレー

200m 1：51 ．27
荒谷伊・高　瀬
酒　井・荒谷宇 福岡高等学校 '17/05/28 岩手県選手権 盛岡市立総合

400m 3：51 ．98
小笠原・斉　藤
一　戸・保　坂 岩手県 '16/09/11 国民体育大会 盛岡市立総合

［女子の部］

種 目 距離 氏 名 所 属 期 日 大 会 名 場 所

自由形 50m  26 ．35 千葉すみれ 一関第一高等学校 '17/07/23 東北高等学校選手権 宮城県総合運動公園

100m 57 . 13 及川　里奈 一関第一高等学校 '09/08/19 日本高等学校選手権 大阪・なみはやドーム

200m 2：05 ．80 阿部ひまわり 盛岡南高等学校 '17/07/22 東北高等学校選手権 宮城県総合運動公園

400m 4：21 ．46 中島千咲代 盛岡北高等学校 '19/08/17 日本高等学校選手権 熊本・アクアドームくまもと

800m 8：51 ．22 中島千咲代 ＪＳＳ盛岡 '19/08/23 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

背泳 50m  30 ．63 村上　結莉 盛岡北高等学校 '22/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m 1：05 ．29 申　　彩華 岩手県・一関学院 '09/09/13 国民体育大会 新潟県立長岡屋内総合

200m 2：20 ．11 鈴木さくら 盛岡南高等学校 '14/07/18 東北高等学校選手権 秋田県立総合

平泳 50m  33 ．14 千葉　彩佳 福岡МＳＣ '22/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m 1 : 10 .60 千葉　彩佳 福岡高等学校 '21/07/18 東北高等学校 秋田県立総合

200m 2：32 ．99 千葉　彩佳 福岡高等学校 '22/07/19 東北高等学校 盛岡市立総合

バタフライ 50m 27 . 78 西澤　七海 盛岡南高等学校 '22/03/12 中村真衣カップ ダイエープロビスフェニックスプール

100m 1 : 00 .00 西澤　七海 盛岡南高等学校 '21/08/19 日本高等学校選手権 長野運動公園総合

200m 2：13 ．73 小林あゆみ 一関第一高等学校 '09/07/19 東北高等学校選手権 いわき市民

200m 2 : 22 .42 浅沼　芽依 盛岡南高等学校 '21/06/19 岩手県高総体 盛岡市立総合

400m 5：01 ．22 青木　　愛 盛岡南高等学校 '16/07/23 東北高等学校選手権 秋田県立総合
フリー
リレー

200m 1：53 ．43
和　賀・中　村
中　島・工　藤 ＪＳＳ北上 '22/06/12 岩手県選手権 盛岡市立総合

400m 3：55 .64
中　島・千　葉
　森　・阿　部 岩手県 '17/09/15 国民体育大会 愛媛・松山中央公園プール

800m 8：43 .74
及　川・青　木
吉　田・阿　部 盛岡南高等学校 '17/08/20 日本高等学校選手権 宮城県総合運動公園

メドレー
リレー

200m 2：03 ．32
　申　・小野寺
小　林・及　川 ＳＡ一関 '08/06/29 岩手県選手権 盛岡市立総合

400m 4：17 ．79
平　賀・藤　原
田　中・菅　原 盛岡南高等学校 '10/07/24 東北高等学校選手権 盛岡市立総合

［男子の部］

記 録

記 録

個人
メドレー

個人
メドレー

長水路競泳岩手県高等学校記録



（2022/09/11現在）

種 目 距離 氏 名 所 属 期 日 大 会 名 場 所

自由形 50m  24 . 99 滝口　一護 仙北中学校 '22/08/06 東北中学校 盛岡市立総合

100m  53 ．99 向中野元気 大宮中学校 '12/08/23 全国中学校 栃木県立温水プール館

200m 1：58 ．30 藤野　哲平 ＳＡ一関 '00/08/28 全国ＪＯＣ夏季 東京スイミングセンター

400m 4：07 ．57 小松代和磨 ＳＡ一関 '11/08/29 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

800m 8 : 43 .03 佐藤　陽琉 一関中学校 '21/08/17 全国中学校 千葉県国際総合水泳場

1500m 16 : 25 .97 佐藤　陽琉 一関中学校 '21/08/17 全国中学校 千葉県国際総合水泳場

背泳 50m  27 ．27 陣ケ岡　胤 ＰＡＷＳＣ '10/08/30 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

100m 58 .71 陣ケ岡　胤 ＰＡＷＳＣ '10/08/29 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

200m 2：05 ．38 陣ケ岡　胤 紫波第一中学校 '10/08/22 全国中学校 広島市総合屋内

平泳 50m  30 .91 松好　翔生 水沢ＳＣ '21/05/29 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m 1：05 ．66 島野　悠平 大宮中学校 '15/08/19 全国中学校 秋田県立総合

200m 2：21 ．00 伊藤　悠杏 ＳＡ一関 '15/05/30 岩手県選手権 盛岡市立総合
バタフライ 50m  26 ．27 畠山　和也 水沢ＳＣ '11/08/30 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

100m  57 ．11 今野　文翔 岩手県 '17/09/15 国民体育大会 愛媛・松山中央公園プール

200m 2：04 ．66 千葉　悠生 ＳＡ一関 '15/08/24 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

200m 2：08 ．63 菊池　幹大 ＳＡ一関 '19/03/20 シンガポールエージ選手権 シンガポール

400m 4：31 ．16 菊池　幹大 桜町中学校 '18/08/17 全国中学校 岡山・児島マリン
フリー
リレー

200m 1：44 ．15
熊　谷・船　水
吉　田・東　條 ＪＳＳ盛岡 '19/06/02 岩手県選手権 盛岡市立総合

400m 3：45 ．18
佐々木・千　田
千　葉・島　野 岩手県 '15/09/11 国民体育大会 和歌山・秋葉山公園

800m 8：11 ．98
伊　藤・千　葉
瀬　川・三　浦 ＳＡ一関 '15/05/31 岩手県選手権 盛岡市立総合

メドレー
リレー

200m 1：56 ．74
吉　田・佐々木
船　水・熊　谷 ＪＳＳ盛岡 '19/06/01 岩手県選手権 盛岡市立総合

400m 4：02 ．94
辻　山・伊　藤
千　葉・瀬　川 ＳＡ一関 '15/08/26 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

［女子の部］

種 目 距離 氏 名 所 属 期 日 大 会 名 場 所

自由形 50m  26 ．77 千葉すみれ 岩手県 '15/09/12 国民体育大会 和歌山・秋葉山公園

100m  57 ．96 千葉すみれ ＳＡ一関 '15/08/25 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

200m 2：05 ．68 菅原　　碧 花巻中学校 '09/08/09 東北中学校 秋田県立総合

400m 4：19 ．14 中島千咲代 ＪＳＳ青山 '16/03/20 シンガポールAG選手権 シンガポール

800m 9：08 ．75 中島千咲代 ＪＳＳ青山 '14/10/05 ＪＳＣＡブロック対抗 鹿児島 鴨池公園プール

背泳 50m  30 ．46 村上　結莉 ＪＳＳ青山 '19/06/01 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m 1：06 ．34 伊藤　海羽 北上・南中学校 '10/07/17 岩手県中総体 盛岡市立総合

200m 2：20 ．73 村田　萌生 ＪＳＳ青山 '20/08/15 岩手県長水路記録会 盛岡市立総合

平泳 50m  33 .21 三浦　愛莉 福岡ＭＳＣ '22/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m 1 : 11 .06 三浦　愛莉 福岡中学校 '22/08/07 東北中学校 盛岡市立総合

200m 2 : 33 .72 三浦　愛莉 福岡中学校 '21/07/24 岩手県中総体 盛岡市立総合
バタフライ 50m  28 ．17 千葉すみれ ＳＡ一関 '15/05/30 岩手県選手権 盛岡市立総合

100m 1：02 ．24 中島千咲代 滝沢中学校 '15/08/19 全国中学校 秋田県立総合

200m 2：14 ．53 中島千咲代 滝沢中学校 '16/08/18 全国中学校 新潟・ダイエーブロビスフェニックスプール

200m 2：23 ．68 辻山　小珀 磐井中学校 '19/07/15 岩手県中総体 盛岡市立総合

400m 4：58 ．52 菊池　桃和 桜町中学校 '22/07/16 岩手県中総体 盛岡市立総合
フリー
リレー

200m 1：55 ．87
平　賀・菅　原
熊　坂・田　中 花巻ＳＦ '07/06/10 全国ＪＯＣ夏季県予選 盛岡市立総合

400m 4：04 ．66
照　井・工　藤
中　村・和　賀 ＪＳＳ北上 '20/08/16 全国ＪＯＣ通信 盛岡市立総合

800m 9：22 ．17
生　田・伊　藤
渡　辺・齊　藤 盛岡ＳＳ '22/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

メドレー
リレー

200m 2：07 . 71
黒　畑・三　浦
紫　葉・佐　藤 福岡ＭＳＣ '22/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

400m 4：30 ．75
　申　・小野寺
小　林・及　川 ＳＡ一関 '06/08/28 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

個人
メドレー

個人
メドレー

記 録

長水路競泳岩手県中学校記録　
［男子の部］

記 録



（2022/09/11現在）
［男子の部］

種 目 距離 氏 名 所 属 期 日 大 会 名 場 所

自由形 50m  27 ．76 森山　大誉 東北（ＭＡＣＳＳ） '05/09/24 ＪＳＣＡブロック対抗 京都アクアリーナ

100m  59 .79 細川　敦人 ＳＡ一関 '19/09/01 岩手県学童大会 盛岡市立総合

200m 2：14 ．17 瀧澤　裕成 ＳＡ一関 '19/08/23 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

400m 4：42 ．20 瀧澤　裕成 ＳＡ一関 '19/08/17 一関水泳プール 夏季長水路記録会

背泳 50m  31 ．09 中村　寛之 ＪＳＳ盛岡 '90/11/25 東京ＳＣｼﾞｭﾆｱ招待 東京スイミングセンター

100m 1：07 ．49 中村　寛之 ＪＳＳ盛岡 '90/11/22 東京ＳＣｼﾞｭﾆｱ招待 東京スイミングセンター

200m 2：24 ．10 中村　寛之 ＪＳＳ盛岡 '90/11/23 東京ＳＣｼﾞｭﾆｱ招待 東京スイミングセンター

平泳 50m  34 ．02 藤森　莉仁 ＳＡ一関 '22/09/11 岩手県学童大会 盛岡市立総合

100m 1：14 ．27 熊谷　遼雅 ＪＳＳ盛岡 '19/09/01 岩手県学童大会 盛岡市立総合

200m 2：39 ．55 今野　文翔 水沢ＳＣ '14/11/22 東京ＳＣｼﾞｭﾆｱ招待 東京スイミングセンター

バタフライ 50m  28 ．72 今野　文翔 水沢ＳＣ '14/09/07 岩手県学童大会 盛岡市立総合

100m 1：05 ．30 今野　文翔 水沢ＳＣ '14/08/27 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

200m 2：37 ．10 小玉　健人 盛岡ＳＳ '02/11/23 東京ＳＣｼﾞｭﾆｱ招待 東京スイミングセンター

200m 2：26 ．87 瀧澤　裕成 ＳＡ一関 '20/08/15 岩手県長水路記録会 盛岡市立総合

400m 5：12 ．80 中村　吏玖 コナミ北上 '13/11/24 東京ＳＣｼﾞｭﾆｱ招待 東京スイミングセンター

フリー
リレー

200m 1：55 ．87
瀧　澤・橋　浦
松　浦・細　川 ＳＡ一関 '19/09/01 岩手県学童大会 盛岡市立総合

400m 4：19 ．99
細　川・橋　浦
松　村・瀧　澤 ＳＡ一関 '19/06/01 岩手県選手権 盛岡市立総合

メドレー
リレー

200m 2：10 ．70
　西　・伊　藤
千　葉・瀬　川 ＳＡ一関 '12/09/02 岩手県学童大会 盛岡市立総合

400m 4：53 ．86
大　畠・照　井
小　川・大　矢 花巻ＳＦ '19/06/02 岩手県選手権 盛岡市立総合

［女子の部］

種 目 距離 氏 名 所 属 期 日 大 会 名 場 所

自由形 50m  27 ．75 中島千咲代 ＪＳＳ青山 '13/10/06 ＪＳＣＡブロック対抗 山口きらら博記念公園

100m 1：00 ．27 中島千咲代 ＪＳＳ青山 '13/05/19 岩手県選手権 盛岡市立総合

200m 2：06 ．56 中島千咲代 ＪＳＳ青山 '13/08/26 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

400m 4：28 ．18 中島千咲代 ＪＳＣＡ '13/12/19 クイーンズランドチャンピォンシップ 豪州・ブリスベン

背泳 50m  32 ．41 村上　結莉 ＪＳＳ青山 '16/08/23 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

100m 1：08 ．48 鈴木さくら ＪＳＳ北上 '10/05/30 岩手県選手権 盛岡市立総合

200m 2：35 ．60 山崎　有紀 福岡ＭＳＣ '18/11/22 東京ＳＣｼﾞｭﾆｱ招待 東京辰巳国際

平泳 50m  35 ．30 瀬川　結理 ＳＡ一関 '14/08/27 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

100m 1：16 ．07 辻山　小珀 ＳＡ一関 '16/10/09 ＪＳＣＡブロック対抗 野幌総合運動公園

200m 2：41 ．65 辻山　小珀 ＳＡ一関 '16/06/11 岩手県選手権 盛岡市立総合

バタフライ 50m  28 ．26 中島千咲代 ＪＳＳ青山 '13/10/05 ＪＳＣＡブロック対抗 山口きらら博記念公園

100m 1：02 ．85 中島千咲代 ＪＳＳ青山 '13/08/27 全国ＪＯＣ夏季 東京辰巳国際

200m 2：22 ．24 中島千咲代 ＪＳＣＡ '13/12/18 クイーンズランドチャンピォンシップ 豪州・ブリスベン

200m 2：25 ．34 中島千咲代 ＪＳＳ青山 '13/05/11 東北ジュニア選手権 秋田県立総合

400m 5：07 ．74 中島千咲代 ＪＳＣＡ '13/12/20 クイーンズランドチャンピォンシップ 豪州・ブリスベン

フリー
リレー

200m 2：00 ．18
佐々木・駿　河
小野寺・髙　橋 ＪＳＳ青山 '18/07/01 岩手県選手権 盛岡市立総合

400m 4 : 34 .58
髙橋玲・遠　藤
髙橋莉・森　松 ＳＡ一関 '21/05/29 岩手県選手権 盛岡市立総合

メドレー
リレー

200m 2：10 ．98
高　橋・駿　河
佐々木・小野寺 ＪＳＳ青山 '18/09/09 岩手県学童大会 盛岡市立総合

400m 5 : 01 .15
森　松・髙橋莉
遠　藤・髙橋玲 ＳＡ一関 '21/05/29 岩手県選手権 盛岡市立総合

個人
メドレー

長水路競泳岩手県学童記録　　

記 録

記 録

個人
メドレー


