
記　録 氏　　名 所　　　属 大　会　名 樹立日 場　　所

  50m    24.40 今井　祐輝 陽南中 全国中学 H27.8.18 秋田県立総合プール

 100m    51.55 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院中) 全国JO夏季 H21.8.29 辰巳国際

 200m  1:49.25 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院中) 県新年選手権 H22.1.20 県温水プール

 400m  3:55.10 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院中) 県ｼﾞｭﾆｱ冬季 H21.12.6 県温水プール

 800m  8:32.27 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院中) 県新年選手権 H22.1.20 県温水プール

1500m 15:46.52 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院中) 県新年選手権 H22.1.20 県温水プール

  50m    26.17 萩野　公介 日本(作新学院中) 第8回ｱｼﾞｱ水泳選手権 H21.11.27 中国･佛山

 100m    55.33 萩野　公介 栃木県(作新学院中) 国民体育大会 H21.9.12 長岡屋内総合

 200m  1:59.71 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院中) 県ｼﾞｭﾆｱ冬季 H21.12.6 県温水プール

  50m    29.98 本郷　史温 ｽｳｨﾝ宇都宮(陽南中) 県年齢別選手権 H27.10.25 県温水プール

 100m  1:05.26 小林　亜蘭 ｽｳｨﾝ大田原(矢板中) 県新年選手権 H22.1.20 県温水プール

 200m  2:16.99 小林　亜蘭 ｽｳｨﾝ大田原(矢板中) 県新年選手権 H22.1.20 県温水プール

  50m    25.69 森　　洋介 御幸ヶ原SS(田原中) 東京SC招待 H18.11.26 東京SC

 100m    54.53 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院中) 県新年選手権 H22.1.20 県温水プール

 200m  2:00.68 森　　洋介 日本(田原中) ｼﾄﾞﾆｰｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ H18.1.18 豪州･シドニー

 200m  1:59.26 萩野　公介 栃木県(作新学院中) 国民体育大会 H21.9.13 長岡屋内総合

 400m  4:16.50 萩野　公介 作新学院中 全国中学 H21.8.22 福岡県立総合

フリー
リレー

 400m  3:44.12

森　　洋介
高野　　謙
岡田　哲哉
大楽　涼平

御幸ヶ原SS 全国JO夏季 H17.8.30 辰巳国際

ﾒﾄﾞﾚｰ
リレー

 400m  4:07.83

河又　巨樹
監物　義之
柴田　洸輔
斎藤　　翔

御幸ヶ原SS 全国JO夏季 H13.  .  辰巳国際

  50m    26.07 岸本　梨沙 栃木県(陽南中) 国民体育大会 H24.9.16 長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ

 100m    56.69 岸本　梨沙 陽南中 全国中学 H24.8.23 県温水プール

 200m  2:02.20 笹原世玲菜 真岡中 全国中学 H27.8.18 秋田県立総合プール

 400m  4:17.90 長濱　瑠花 佐野高附属中 全国中学 H24.8.23 県温水プール

 800m  9:00.82 長濱　瑠花 ｽｳｨﾝ足利(佐野高附属中) 県ｼﾞｭﾆｱ冬季 H24.12.9 県温水プール

1500m 18:12.69 栃村かれん ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ(旭中) 群馬ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ H25.1.22 敷島公園

 50m    28.91 岸本　梨沙 ｽｳｨﾝ宇都宮(陽南中) 全国JO夏季 H23.8.30 辰巳国際

 100m  1:02.35 今井　彩香 栃木県(陽南中) 北関東大会 H24.6.3 県温水プール

 200m  2:13.60 今井　彩香 ｽｳｨﾝ宇都宮(陽南中) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ H24.5.26 辰巳国際

  50m    32.57 岸　　愛弓 ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ(小山第二中) 全国JO夏季 H24.8.30 辰巳国際

 100m  1:11.12 髙橋　奈々 ｽｳｨﾝ宇都宮(旭中) 全国JO夏季 H28.8.24 辰巳国際

 200m  2:31.14 深澤　　舞 黒磯ｲﾝﾀｰ(厚崎中) 全国JO夏季 H25.8.29 辰巳国際

  50m    28.23 松井　　悠 御幸ヶ原SS(豊郷中) 全国JO夏季 H24.8.30 辰巳国際

 100m  1:01.28 神山　らん 旭中 全国中学 H24.8.23 県温水プール

 200m  2:14.44 菊池　優奈 御幸ヶ原SS(宝木中) 全国JO夏季 H21.8.29 辰巳国際

 200m  2:14.75 笹原世玲菜 真岡中 全国中学 H26.8.23 くろしおアリーナ

 400m  4:53.49 清水　咲子 御幸ヶ原SS(湯津上中) 全国JO夏季 H19.8.26 辰巳国際

フリー
リレー

 400m  3:49.83

今井　彩香
神山　らん
長濱　瑠花
岸本　梨沙

栃木県 国民体育大会 H24.9.15 長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ

ﾒﾄﾞﾚｰ
リレー

 400m  4:13.75

今井　彩香
岸　　愛弓
神山　らん
岸本　梨沙

栃木県 北関東大会 H24.6.3 県温水プール
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