
50m 22.62 清水　 昭宏 群馬ＳＳ 02/04 23.27 浮島　 直登 ウェーブＳＣ 14/03

100m 48.93 内田　　　翔 群馬ＳＳ 09/10 49.98 内田　　　翔 群馬ＳＳ 05/03

200m 1:47.47 内田　　　翔 群馬ＳＳ 07/10 1:47.99 池田　　　翔 群馬渋川ＳＳ 09/03

400m 3:43.99 内田　　　翔 群馬ＳＳ 09/02 3:45.33 池田　　　翔 群馬渋川ＳＳ 09/03

800m 7:53.13 池田　　　翔 群馬渋川ＳＳ 09/02 7:53.13 池田　　　翔 群馬渋川ＳＳ 09/02

1500m 14:56.77 池田　　　翔 群馬渋川ＳＳ 09/02 14:56.77 池田　　　翔 群馬渋川ＳＳ 09/02

50m 25.00 角田　 隼人 群馬渋川ＳＳ 09/10 25.00 角田　 隼人 群馬渋川ＳＳ 09/10

100m 53.76 角田　 隼人 群馬渋川ＳＳ 09/12 53.76 角田　 隼人 群馬渋川ＳＳ 09/12

200m 1:57.93 赤坂　 健太 スウィン館林 16/02 1:57.93 赤坂　 健太 スウィン館林 16/02

50m 28.63 須藤　 秀之 イトマン群馬 98/03 28.63 須藤　 秀之 イトマン群馬 98/03

100m 1:01.24 大塚　 一輝 群馬藤岡ＳＳ 07/03 1:01.24 大塚　 一輝 群馬藤岡ＳＳ 07/03

200m 2:09.70 大塚　 一輝 群馬藤岡ＳＳ 08/03 2:12.02 大塚　 一輝 群馬藤岡ＳＳ 07/02

50m 24.70 内田　　　翔 群馬ﾔｸﾙﾄ販売 11/10 24.70 田中　 優弥 スウィンあざみ 15/10

田中　 優弥 スウィンあざみ 15/10

100m 53.19 井田　 悠斗 スウィンあざみ 16/02 53.19 井田　 悠斗 スウィンあざみ 16/02

200m 1:54.55 井田　 悠斗 スウィンあざみ 16/03 1:54.55 井田　 悠斗 スウィンあざみ 16/03

100m 56.17 内田　　　翔 群馬ﾔｸﾙﾄ販売 11/10 56.41 池田　　　翔 群馬渋川ＳＳ 09/10

200m 1:57.96 内田　　　翔 群馬ＳＳ 05/02 1:57.96 内田　　　翔 群馬ＳＳ 05/02

400m 4:10.09 内田　　　翔 群馬ＳＳ 09/02 4:10.43 内田　　　翔 群馬ＳＳ 05/02

200m 1:35.46 角田  ・  池田 群馬渋川ＳＳ 09/10 1:35.46 角田  ・  池田 群馬渋川ＳＳ 09/10

黛　 　・  高山 黛　 　・  高山

400m 3:27.14 池田  ・  角田 群馬渋川ＳＳ 09/03 3:29.42 西脇　・　　 黛 群馬渋川ＳＳ 08/03

高山  ・ 　　黛 阿久津・ 池田

200m 1:45.09 星野 ・大河内 スウィンあざみ 14/10 1:45.09 星野 ・大河内 スウィンあざみ 14/10

メドレー 井田  ・  田中 井田  ・  田中

リレー 400m 3:45.48 星野 ・大河内 スウィンあざみ 16/03 3:45.48 星野 ・大河内 スウィンあざみ 16/03

井田  ・  田中 井田  ・  田中

50m 24.58 内田　 美希 スウィン館林 12/03 24.58 内田　 美希 スウィン館林 12/03

100m 54.32 内田　 美希 スウィン館林 11/07 54.32 内田　 美希 スウィン館林 11/07

200m 1:58.26 内田　 美希 スウィン館林 10/02 1:58.62 内田　 美希 スウィン館林 11/02

400m 4:08.78 貴田　 裕美 群馬藤岡ＳＳ 04/03 4:08.78 貴田　 裕美 群馬藤岡ＳＳ 04/03

800m 8:25.84 貴田　 裕美 群馬藤岡ＳＳ 05/01 8:34.07 貴田　 裕美 群馬藤岡ＳＳ 03/03

1500m

50m 27.79 諸貫　 瑛美 スウィン館林 10/10 27.79 諸貫　 瑛美 スウィン館林 10/10

100m 59.76 諸貫　 瑛美 スウィン館林 10/03 59.76 諸貫　 瑛美 スウィン館林 10/03

200m 2:06.27 斎藤 ゆり子 スウィン館林 15/03 2:06.27 斎藤 ゆり子 スウィン館林 15/03

50m 31.79 大和田明日楓 ｽｳｨﾝ伊勢崎 13/03 31.96 大和田明日楓 ｽｳｨﾝ伊勢崎 14/03

100m 1:06.66 福岡　　　茜 スウィン前橋 09/02 1:06.66 福岡　　　茜 スウィン前橋 09/02

200m 2:23.06 福岡　　　茜 スウィン前橋 09/02 2:23.06 福岡　　　茜 スウィン前橋 09/02

50m 26.78 渡邉　　　梢 群馬渋川ＳＳ 01/03 26.86 渡邉　　　梢 群馬渋川ＳＳ 04/03

100m 58.90 渡邉　　　梢 群馬渋川ＳＳ 04/02 58.90 渡邉　　　梢 群馬渋川ＳＳ 04/02

200m 2:09.83 渡邉　　　梢 群馬渋川ＳＳ 05/02 2:09.83 渡邉　　　梢 群馬渋川ＳＳ 05/02

100m 1:02.94 福田　 智代 群馬藤岡ＳＳ 07/03 1:02.94 福田　 智代 群馬藤岡ＳＳ 07/03

200m 2:13.36 斎藤 ゆり子 スウィン館林 15/02 2:13.36 斎藤 ゆり子 スウィン館林 15/02

400m 4:42.77 斎藤 ゆり子 スウィン館林 12/05 4:42.77 斎藤 ゆり子 スウィン館林 12/05

200m 1:44.19 内田有・内田美 スウィン館林 10/05 1:44.19 内田有・内田美 スウィン館林 10/05

諸貫  ・  黒崎 諸貫  ・  黒崎

400m 3:45.59 内田有・内田美 スウィン館林 10/03 3:51.50 前田　・　小池 スウィン館林 15/02

諸貫  ・  黒崎 斎藤  ・小野田

200m 1:53.98 諸貫  ・  山口 スウィン館林 10/10 1:53.98 諸貫  ・  山口 スウィン館林 10/10

メドレー 内田美・内田有 内田美・内田有

リレー 400m 4:04.88 諸貫  ・  山口 スウィン館林 10/03 4:15.67 斎藤　・　前田 スウィン館林 15/02

黒崎  ・内田有 小池  ・小野田

自 由 形

背 泳 ぎ

自 由 形
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50m 23.71 浮島　 直登 ウェーブＳＣ 10/03 25.54 斎藤　　　渉 ｲﾄﾏﾝ伊勢崎 94/03

100m 51.48 内田　　　翔 群馬ＳＳ 03/03 53.94 天田　 雄大 群馬ＳＳ 10/03

200m 1:49.84 内田　　　翔 群馬ＳＳ 03/03 1:59.85 天田　 雄大 群馬ＳＳ 09/05

400m 3:50.73 池田　　　翔 群馬渋川ＳＳ 07/03 4:30.93 金　　　直輝 県央ＳＳ 15/02

800m 8:08.04 高橋　 洸輝 前橋ＳＳ 15/03 9:08.73 宮本　 豊郎 ｽｳｨﾝ伊勢崎 14/02

1500m 15:17.21 高橋　 洸輝 前橋ＳＳ 15/03 17:19.70 宮本　 豊郎 ｽｳｨﾝ伊勢崎 14/02

50m 26.31 角田　 隼人 群馬渋川ＳＳ 08/03 26.98 富澤　 幸久 スウィン太田 09/03

100m 56.56 赤坂　 健太 スウィン館林 14/03 1:00.16 富澤　 幸久 スウィン太田 09/03

200m 2:01.02 三浦　 玲央 スウィン吉井 16/03 2:16.48 樋口　 裕輔 イトマン群馬 99/12

50m 29.53 大類　 滉一 スウィン前橋 12/02 31.53 槌谷　 尚起 ダッシュ前橋ＳＣ 15/03

100m 1:02.36 須藤　 秀之 イトマン群馬 95/03 1:07.80 森田　 直樹 イトマン群馬 01/03

200m 2:13.56 須藤　 秀之 イトマン群馬 95/03 2:34.28 山崎　 礼央 スウィン館林 09/12

50m 25.12 久保田健太 ＳＡ伊勢崎 16/02 27.12 富澤　 幸久 スウィン太田 09/03

100m 54.12 浮島　 直登 ウェーブＳＣ 12/10 57.15 天田　 雄大 群馬ＳＳ 10/03

200m 1:57.67 浮島　 直登 ウェーブＳＣ 10/03 2:06.42 天田　 雄大 群馬ＳＳ 10/02

100m 59.19 正田　 達成 群馬ＳＳ 07/10 1:03.97 金　　　直輝 群馬ＳＳ 14/10

200m 2:03.44 天田　 雄大 群馬ＳＳ 12/03 2:05.50 天田　 雄大 群馬ＳＳ 10/03

400m 4:19.59 天田　 雄大 群馬ＳＳ 12/03 4:58.46 池田　　　翔 群馬渋川ＳＳ 03/12

200m 1:44.33 阿部  ・  富澤 スウィン太田 10/10 1:48.38 小林  ・  阿部 スウィン太田 09/03

田部井・  長澤 長澤  ・  富澤

400m 3:42.92 中島  ・  小尾 群馬ＳＳ 10/02 4:08.10 藤井  ・  木村 ｲﾄﾏﾝ伊勢崎 89/03

小川  ・  後藤 高田  ・  栗原

200m 1:51.10 富澤  ・  長澤 スウィン太田 10/10 1:57.10 富澤  ・  長澤 スウィン太田 09/03

メドレー 田部井・  阿部 阿部  ・  小林

リレー 400m 3:56.16 樋口  ・  山口 イトマン群馬 03/03

宮田  ・  　 竹

50m 25.22 内田　 美希 スウィン館林 10/02 27.13 中嶋美保子 群馬ＳＳ 97/03

100m 54.71 内田　 美希 スウィン館林 09/03 59.08 永井　 絵理 ジェル高崎 97/03

200m 1:58.26 内田　 美希 スウィン館林 10/02 2:07.21 井野　 江視 イトマン群馬 95/03

400m 4:11.62 貴田　 裕美 群馬ＳＳ 01/03 4:34.14 近藤 ちひろ ｽｳｨﾝ伊勢崎 12/07

800m 8:38.01 近藤 ちひろ ｽｳｨﾝ伊勢崎 15/03 9:36.39 新井　 麻友 ｽｳｨﾝ伊勢崎 13/12

1500m

50m 28.82 関口　 真穂 スウィン前橋 14/10 29.06 関口　 真穂 スウィン前橋 13/03

100m 1:01.24 関口　 真穂 スウィン前橋 15/02 1:02.89 関口　 真穂 スウィン前橋 13/03

200m 2:07.81 斎藤 ゆり子 スウィン館林 12/02 2:20.64 関口　 真穂 スウィン前橋 12/12

50m 31.79 大和田明日楓 ｽｳｨﾝ伊勢崎 13/03 32.61 近藤 ちひろ ｽｳｨﾝ伊勢崎 13/03

100m 1:07.27 須永風由子 スウィン高崎 09/05 1:09.47 近藤 ちひろ ｽｳｨﾝ伊勢崎 13/03

200m 2:25.33 高橋　 未希 ｽｳｨﾝ伊勢崎 10/03 2:31.06 近藤 ちひろ ｽｳｨﾝ伊勢崎 13/02

50m 26.78 渡邉　　　梢 群馬渋川ＳＳ 01/03 28.18 内田　 美希 スウィン館林 07/03

100m 1:00.03 渡邉　　　梢 群馬渋川ＳＳ 02/03 1:03.89 加藤　 紫世 ｽｳｨﾝあざみ 11/11

200m 2:11.74 渡邉　　　梢 群馬渋川ＳＳ 01/02 2:23.74 加藤　 紫世 ｽｳｨﾝあざみ 11/12

100m 1:04.32 斎藤 ゆり子 スウィン館林 11/10 1:08.86 鈴木　 千尋 スウィンあざみ 14/10

200m 2:14.20 近藤 ちひろ ｽｳｨﾝ伊勢崎 14/11 2:17.22 近藤 ちひろ ｽｳｨﾝ伊勢崎 13/03

400m 4:44.07 近藤 ちひろ ｽｳｨﾝ伊勢崎 14/11 5:00.80 江田　 香織 伊勢崎ＳＳ 95/02

200m 1:49.82 小池  ・  清水 スウィン高崎 15/10 1:53.07 高橋  ・  髙橋 スウィン前橋 12/03

樋口  ・  末廣 藤倉  ・  関口

400m 3:52.40 末廣  ・  清水 スウィン高崎 15/03

樋口  ・  秋谷

200m 2:00.52 内山 ・ 鈴木 スウィンあざみ 14/10 2:02.84 関口  ・  高橋 スウィン前橋 12/03

メドレー 下山  ・ 古畑 髙橋  ・  藤倉

リレー 400m 4:17.98 須藤  ・  須永 スウィン高崎 09/03

福島  ・  佐藤

女
　
　
　
　
　
　
　
　
子

群馬県短水路中学記録 群馬県短水路学童記録
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