
種目 距離 記録 氏名 所属 樹立回 記録 氏名 所属 樹立回

自由形 50m 31.45 平森 玲守 RSC富士 第5回大会 30.77 杉本 寧々 宇佐美ＳＣ 第6回大会
背泳ぎ 50m 34.66 正木 翔大 ｲﾄﾏﾝ御殿場 第6回大会 35.93 永脇 聖奈 エースワン 第6回大会
平泳ぎ 50m 39.85 湯山虎ノ介 ｲﾄﾏﾝ御殿場 第5回大会 39.18 西村 優希 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第5回大会
バタフライ 50m 35.07 上嶋 万葉 東富士ＳＣ 第3回大会 33.86 杉山 亜美 レオリブレ 第6回大会
個人メドレー 200m 2:46.64 形部 昊平 東部ＳＳ 第6回大会 2:39.58 杉本 寧々 宇佐美ＳＣ 第6回大会

50m 28.66 海野 陽生 レオリブレ 第6回大会 28.86 鈴木 月渚 東部ＳＳ 第2回大会
100m 58.26 金子 侑生 レオリブレ 第6回大会 1:02.78 小⾧谷知花 グランツ 第6回大会
200m 2:10.80 榊原  天 RSC富士 第5回大会 2:19.64 鈴木 月渚 東部ＳＳ 第2回大会
50m 33.98 辻 羽汰朗 伊豆SS 第1回大会 32.59 奥  彩心 東部ＳＳ 第6回大会
100m 1:11.16 赤松 一総 裾野ＳＳ 第5回大会 1:07.99 中島 芽郁 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第2回大会
50m 35.55 近田 健太 とこはＳＳ 第5回大会 35.52 山本 真由 Ｔ‐１２３ 第2回大会
100m 1:17.11 土屋 圭己 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第4回大会 1:18.93 山本 真由 Ｔ‐１２３ 第2回大会
50m 29.98 中西 春稀 RSCｴﾑﾃｯｸ 第2回大会 30.56 中島 芽郁 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第2回大会
100m 1:05.97 中西 春稀 RSCｴﾑﾃｯｸ 第2回大会 1:09.32 大塚 華蓮 ｾｲｼﾝ千代田 第1回大会

個人メドレー 200m 2:23.96 榊原  天 RSC富士 第5回大会 2:32.27 戸塚日南子 伊東ＳＳ 第5回大会

リレー 200m 2:00.97 中村･平森･武井･瀧 RSC富士 第6回大会 1:58.42 小⾧谷･浅野･岡部･小山田 グランツ 第6回大会
メドレーリレー 200m 2:06.00 海野･金子･⾧澤･立花 レオリブレ 第6回大会 2:16.28 宮下･星野･塚本･影山 ﾙﾈｻﾝｽ沼津Ａ 第4回大会

50m 24.89 花村 優輝 東部ＳＳ 第6回大会 26.87 鈴木 月渚 東部ＳＳ 第5回大会
100m 54.87 中西 春稀 RSC富士 第5回大会 58.30 磯江月希乃 富士ST 第4回大会
200m 1:58.37 大木 優瑠 伊豆SS 第5回大会 2:05.46 磯江月希乃 富士ST 第4回大会
400m 4:10.22 大木 優瑠 伊豆SS 第5回大会 4:25.67 磯江月希乃 富士ST 第3回大会
50m 26.89 奥  大輝 東部ＳＳ 第6回大会 30.12 中島 芽郁 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第5回大会
100m 1:00.27 奥  大輝 東部ＳＳ 第5回大会 1:06.42 中島 芽郁 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第4回大会
200m 2:18.78 辻 羽汰朗 伊豆SS 第4回大会 2:21.78 中島 芽郁 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第3回大会
50m 31.93 石田 竜一 下田協泳会 第2回大会 35.48 星野 奈々 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第6回大会
100m 1:08.16 釜田 起来 レオリブレ 第1回大会 1:13.77 柴本 真衣 エースワン 第4回大会
200m 2:29.04 関澤 薫平 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第4回大会 2:35.87 柴本 真衣 エースワン 第4回大会
50m 26.32 中西 春稀 RSC富士 第5回大会 29.82 田中 奈緒 東部ＳＳ 第6回大会
100m 58.58 小沢 卓未 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第6回大会 1:02.86 戸塚日南子 伊東ＳＳ 第6回大会
200m 2:08.53 牧野 洋介 宇佐美ＳＣ 第6回大会 2:23.85 山内 美紅 ｾｲｼﾝ千代田 第6回大会
200m 2:14.37 奥  大輝 東部ＳＳ 第6回大会 2:26.28 上原 夏南 東部ＳＳ 第6回大会
400m 4:44.19 大木 優瑠 伊豆SS 第5回大会 5:13.74 山本 裕奈 Ｔ‐１２３ 第1回大会

リレー 400m 3:49.98 野中･奥･花村･柴田 東部ＳＳ 第5回大会 4:12.06 大嶽･影山･塚本･中島 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第5回大会
メドレーリレー 400m 4:26.43 平瀬･井上･勝又･篠澤 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第3回大会 4:43.82 名倉彩･中田･千葉･千曳 東部SS 第1回大会

50m 23.35 内村 駿斗 飛龍高校 第6回大会 26.47 鈴木 月渚 飛龍高校 第6回大会
100m 51.90 内村 駿斗 飛龍高校 第6回大会 57.50 松永 爽羽 とこはＳＳ 第5回大会
200m 1:53.01 勝又 悠起 飛龍高校 第6回大会 2:05.96 鈴木 月渚 飛龍高校 第6回大会
400m 4:03.67 杉山 大晟 飛龍高校 第5回大会 4:30.18 木村 香純 飛龍高校 第3回大会
50m 28.53 中西 豊太 飛龍高校 第2回大会 29.94 中島 芽郁 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 第6回大会
100m 58.63 上坂 侑輝 飛龍高校 第4回大会 1:06.02 間部ももせ 飛龍高校 第1回大会
200m 2:04.21 松本 周也 伊東高校 第3回大会 2:21.85 佐野  渚 日大三島 第1回大会
50m 29.83 嶋崎 凌蔵 グランツ 第6回大会 32.82 埜下左知代 富士市役所 第1回大会
100m 1:02.60 石田 竜一 飛龍高校 第5回大会 1:12.55 埜下左知代 富士市役所 第1回大会
200m 2:15.99 石田 竜一 飛龍高校 第5回大会 2:34.69 柴本 真衣 エースワン 第6回大会
50m 25.89 伊藤 良多 飛龍高校 第6回大会 28.98 水野 夏南 日大三島 第2回大会
100m 55.47 林  正人 飛龍高校 第1回大会 1:03.76 磯江月希乃 富士ST 第6回大会
200m 2:00.66 松本 周也 伊東高校 第3回大会 2:18.83 内山 朋香 伊東高校 第1回大会
200m 2:02.45 勝又 悠起 飛龍高校 第6回大会 2:19.81 中村菜々穂 飛龍高校 第4回大会
400m 4:23.62 杉山 大晟 飛龍高校 第6回大会 5:03.53 中村菜々穂 飛龍高校 第4回大会

リレー 400m 3:30.76 勝又･内村･林･杉山 飛龍高校 第6回大会 4:06.59 岡村･原田･柚木･高橋 日大三島 第1回大会
メドレーリレー 400m 3:52.57 上坂･石田･村田･中森 飛龍高校 第4回大会 4:32.44 佐野･佐野･水野･柚木 日大三島 第2回大会

800m 9:08.18 福室 星奈 飛龍高校 第4回大会
1500m 15:49.93 大木 優瑠 飛龍高校 第6回大会
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