
大会名

会　場

第57回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール　ゆうえい

第51回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第51回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第55回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第46回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第46回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第51回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第55回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第55回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第55回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第55回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第57回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール　ゆうえい

第42回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第48回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会 

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第47回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会 

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第53回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温

第57回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール　ゆうえい

第58回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール　ゆうえい

第50回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第53回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温

第57回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール　ゆうえい

メドレーリレー 4×100m  3:53.34

成田　雄斗
小山内元気
中山　義仁
能正　将志

八戸工大一 2017/9/23

4×200m

4×100m  3:33.06

今井祐次郎
工藤　孝史
田中　翔太
中曽根功也

八戸工大一 2010/9/18

フリーリレー

 7:44.03

宮本　丈二
原　　航平
佐貫　省吾
三浦　晃太

八戸工大一 2013/9/22

 400m

 2:05.01 山下　　諒 八戸工大一 2017/9/24個人メドレー

 4:25.38 小山内元気 八戸工大一 2018/9/22

 200m  2:03.46 小田桐勇人 青森山田 2007/9/15

 200m

 100m  1:01.25 三浦　晃太 八戸工大一 2013/9/22

平泳ぎ

 2:15.64 小山内元気 八戸工大一 2017/9/23

  50m    25.90 下村　啓太 八戸工大一 2002/9/21

 100m

  50m    29.12 中村　　航 八戸東 2015/9/20

 200m

 1:02.97 中村　　航 八戸東 2015/9/20

 200m

   55.71 高橋　　輝 八戸工大一 2015/9/20背泳ぎ

 2:02.06 高橋　　輝 八戸工大一 2015/9/19

 3:55.64 吉崎　　旭 八戸工大一 2015/9/19

 8:37.80 上地　孝昌 青森山田 2006/9/16

 100m

  50m    28.63 相馬　健祐 青森東 2011/9/18

青森県高等学校新人選手権水泳競技大会　大会記録
【男子】

種　目 記　録 氏　名 所　属 樹立日

  50m    24.00 佐々木禄紘 青森 2017/9/24

バタフライ  100m    56.43 谷地　政哉 青森東 2008/9/21

自由形

1500m 16:20.23 上地　孝昌 青森山田 2006/9/16

 200m

 100m    51.52 今井祐次郎 八戸工大一 2011/9/18

 400m

 1:50.93 今井祐次郎 八戸工大一 2011/9/17

 800m



大会名

会　場

第58回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール　ゆうえい

第58回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール　ゆうえい

第55回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プールゆうえい館

第54回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

平川市屋内プール　ゆうえい館

第49回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温

第53回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温

第49回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温

第49回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温

第35回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

平川市屋内プール　ゆうえい館

第54回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

平川市屋内プール　ゆうえい館

第53回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温

第56回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール ゆうえい 

第50回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

平川市屋内プール　ゆうえい館

第42回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

平川市屋内プール　ゆうえい館

第54回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

平川市屋内プール　ゆうえい館

第57回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール　ゆうえい

第56回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

碇ヶ関屋内温水プール ゆうえい 

第49回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温

第54回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

平川市屋内プール　ゆうえい館

第54回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

平川市屋内プール　ゆうえい館

メドレーリレー 4×100m  4:26.07

荒岡　成美
平舩　真帆
古川　茉采
中川　美紅

八戸工大一 2014/9/20

4×100m  4:01.56

荒岡　成美
古川　茉采
平舩　真帆
中川　美紅

八戸工大一 2014/9/21

個人メドレー

 4:49.81 今泉　沙彩 八戸工大一 2016/9/17

4×200m

4×50m  1:52.62

石井　真央
大柳　真夏
伊丸岡優希
神　優希美

東奥学園 2009/9/19

フリーリレー

 200m

 100m  1:07.31 荒岡　成美 八戸工大一 2014/9/21

 400m

 2:18.38 今泉　沙彩 八戸工大一 2017/9/24

平泳ぎ

 2:32.31 平舩　真帆 八戸工大一 2013/9/21

 100m

  50m    29.41 新沼　咲彩 青森北 2016/9/18

 1:02.27 清水　香菜 東奥義塾 2010/9/19

   34.07 瀬尾こずえ 八戸工大一 1995/9/16

 200m

 1:11.39 平舩　真帆 八戸工大一 2014/9/21

 800m

 4:16.91 澤田　有里 弘前 2014/9/20

自由形

 9:17.49 原田みくる 青森山田 2009/9/20

 200m

 100m    57.48 阿部なつき 青森 2018/9/22

 400m

 2:03.76 中川　美紅 八戸工大一 2015/9/20

青森県高等学校新人選手権水泳競技大会　大会記録
【女子】

種　目 記　録 氏　名 所　属 樹立日

  50m    26.47 阿部なつき 青森 2018/9/23

バタフライ

 200m  2:17.02 小嶋　要子 八戸西 2002/9/21

背泳ぎ

  50m    30.98 相馬　あい 青森東 2013/9/22

 100m  1:03.83 白銀　結麻 青森山田 2009/9/20

 200m  2:17.57 白銀　結麻 青森山田 2009/9/19

 100m

  50m


