
記　録 氏　　名 所　　　属 大　会　名 樹立日 場　　所

50m    23.97 森　　洋介 御幸ヶ原SS(作新学院高) 県年齢別選手権 H20.11.2 県温水プール

100m    49.96 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院高) NSWｵｰﾌﾟﾝ選手権 H25.3.15 豪州･シドニー

200m  1:48.52 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院高) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ H24.5.25 辰巳国際

400m  3:46.89 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院高) NSWｵｰﾌﾟﾝ選手権 H25.3.15 豪州･シドニー

800m  8:17.43 遠藤　　光 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ(作新学院高) 県新年選手権 H29.1.15 県温水プール

1500m 15:35.02 遠藤　　光 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ(作新学院高) 県新年選手権 H29.1.15 県温水プール

50m    26.67 水沼　尚輝 F-BIG(作新学院高) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ H26.6.21 辰巳国際

100m    53.58 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院高) NSWｵｰﾌﾟﾝ H25.3.17 豪州･シドニー

200m  1:55.12 萩野　公介 御幸ヶ原SS(作新学院高) NSWｵｰﾌﾟﾝ H25.3.16 豪州･シドニー

50m    29.67 菅原　紘成 ｽﾜﾛｰSS(栃木高) 全国JO夏季 H15.8.30 辰巳国際

100m  1:04.05
小林　亜蘭
髙橋　航希

作新学院高
ｽｳｨﾝ宇都宮(宇都宮工業高)

関東高校予選
全国JO夏季

H23.6.25
H28.8.24

県温水プール
辰巳国際

200m  2:16.57 髙橋　航希 ｽｳｨﾝ宇都宮(宇都宮工業高) 全国JO夏季 H28.8.25 辰巳国際

50m    25.04 森　　洋介 御幸ヶ原SS(作新学院高) 関東春季予選 H21.4.5 県温水プール

100m    53.01 森　　洋介 御幸ヶ原SS(作新学院高) 県新年選手権 H22.1.20 県温水プール

200m  1:57.10 森　　洋介 栃木県(作新学院高) 国民体育大会 H21.9.12 長岡屋内総合

200m  1:57.35 萩野　公介 日本(作新学院高) ﾛﾝﾄﾞﾝ五輪 H24.8.2 英国･ロンドン

400m  4:08.94 萩野　公介 日本(作新学院高) ﾛﾝﾄﾞﾝ五輪 H24.7.28 英国･ロンドン

400m  3:31.30

古川　　陽
本郷　史温
今井　祐輝
齋藤颯一郎

　　　　　(宇都宮南高)
ｽｳｨﾝ宇都宮(作新学院高)
　　　　　(宇都宮南高)
　　　　　(宇都宮東高)

全国JO夏季 H28.8.25 辰巳国際

800m  7:31.76

菊地　翔太
岡田　哲哉
高野　　謙
森　　洋介

栃木県 国民体育大会 H21.9.11 長岡屋内総合

ﾒﾄﾞﾚｰ
リレー

400m  3:48.09

野間　隼斗
小林　亜蘭
萩野　公介
塚﨑　俊和

栃木県 国民体育大会 H24.9.17 長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ

50m    26.14 岸本　梨沙 栃木県(宇都宮中央女子高) 国民体育大会 H25.9.14 辰巳国際

100m    56.53 笹原世玲菜 F-BIG(真岡女子高) 全国JO夏季 H28.8.25 辰巳国際

200m  2:00.80 長濱　瑠花 佐野高 関東高校 H27.7.25 辰巳国際

400m  4:13.19 菊池　優奈 栃木県(作新学院高) 全国高校総体 H25.8.17 長崎市民総合

800m  8:45.35 菊池　優奈 御幸ヶ原SS(作新学院高) 県新年選手権 H26.1.12 県温水プール

1500m 17:17.88 森　　温美 F-BIG(宇都宮南高) 日本選手権 H18.4.23 辰巳国際

50m    29.43 岸本　梨沙 ｽｳｨﾝ宇都宮(宇都宮中央女子高) 県室内選手権 H26.5.11 県温水プール

100m  1:02.15 小関　夏奈 F-BIG(真岡女子高) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ H24.5.25 辰巳国際

200m  2:11.18 小関　夏奈 日本(真岡女子高) ｼﾞｭﾆｱﾊﾟﾝﾊﾟｼ H24.8.26 米国･ハワイ

50m    32.31 深澤　　舞 黒磯ｲﾝﾀｰ(黒磯南高) ｼﾞｭﾆｱA･AA級 H27.6.14 県温水プール

100m  1:08.69 深澤　　舞 黒磯ｲﾝﾀｰ(黒磯南高) 全国JO夏季 H27.8.24 辰巳国際

200m  2:28.43 深澤　　舞 黒磯ｲﾝﾀｰ(黒磯南高) 全国JO夏季 H27.8.25 辰巳国際

50m    28.07 寺山　真由 ｽｳｨﾝ宇都宮(宇都宮海星女子高) 県年齢別選手権 H26.10.13 県温水プール

100m  1:00.61 瀨良まり子 栃木県(白鴎大足利高) 国民体育大会 H24.9.15 長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ

200m  2:10.62 菊池　優奈 作新学院高 全国高校総体 H25.8.18 長崎市民総合

200m  2:16.28 清水　咲子 作新学院高 関東高校 H22.7.25 横浜国際

400m  4:47.41 清水　咲子 御幸ヶ原SS(作新学院高) 全国JO夏季 H22.8.27 辰巳国際

フリー
リレー

400m  3:48.96

長濱　瑠花
寺山　真由
今井　彩香
岸本　梨沙

　　　(佐野高　　　　　)
栃木県(宇都宮海星女子高)
　　　(宇都宮中央女子高)
　　　(宇都宮中央女子高)

国民体育大会 H27.9.11 秋葉山公園県民水泳場

ﾒﾄﾞﾚｰ
リレー

400m  4:07.94

齋藤ゆり子
岸　　愛弓
薄井　結花
岸本　梨沙

　　　(佐野日大中等　　)
栃木県(宇都宮女子高　　)
　　　(作新学院高　　　)
　　　(宇都宮中央女子高)

国民体育大会 H26.9.14 長崎市民総合
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