
新高校2・3年(新高1年も可） いきいき茨城国体へ向けて 新高校2・3年(新高1年も可） いきいき茨城国体へ向けて

リレー種目 男子 リレー種目 男子

200Ｆｒ 少年男子Ａ リレー種目 100Br 少年男子Ａ リレー種目

氏名 所属 2018学年 大会名 樹立日 記録 氏名 所属 2018学年 大会名 樹立日 記録

岩立　健太 千葉商大付 神奈川:(★関東)第69回関東高等学校選手権　[ 予選競技 ] 落合　兼優 千葉商大付 千葉:第71回県高等学校総体　[ 決勝競技 ]

（****598） 千葉県水泳連盟 横浜国際ﾌﾟｰﾙ （****238） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場

大作　健二 市立船橋 千葉:第81回県選手権　[ 決勝競技 ] 齋藤　　凜 佐原 千葉:第72回県中学校総体　[ 決勝競技 ]

（****928） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 （****464） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場

小部　千春 昭和学院 神奈川:(★関東)第69回関東高等学校選手権　[ 予選競技 ] 工藤　大空 福栄 千葉:平成30年度県中学校兼全国中学予選会　[ 決勝競技 ]

（****881）
(

リ

レ

（****049） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場

100Ba 少年男子Ａ リレー種目 100Fiy 少年男子Ａ リレー種目

氏名 所属 2018学年 大会名 樹立日 記録 氏名 所属 2018学年 大会名 樹立日 記録

國分　隆平 成田 神奈川:(★関東)第69回関東高等学校選手権　[ 予選競技 ] 井上　　海 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 第41回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季　[ 決勝競技 ]

（****758） 千葉県水泳連盟 横浜国際ﾌﾟｰﾙ （****615） 千葉県水泳連盟 東京･東京辰巳国際水泳場

牧田　翔吾 昭和学院 神奈川:(★関東)第69回関東高等学校選手権　[ 予選競技 ] 山本　拓武 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 第41回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季　[ 決勝競技 ]

（****940） 千葉県水泳連盟 横浜国際ﾌﾟｰﾙ （****215） 千葉県水泳連盟 東京･東京辰巳国際水泳場

寺門　弦輝 昭和学院 千葉:第81回県選手権　[ B-決勝 ] 川嶋虎太郎 千葉明徳 千葉:第71回県高等学校総体　[ 決勝競技 ]

（****509） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 （****414） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場

リレー種目 リレー種目 女子

100Ba 少年女子Ａ リレー種目 100Br 少年女子Ａ リレー種目

氏名 所属 2018学年 大会名 樹立日 記録 氏名 所属 2018学年 大会名 樹立日 記録

星　　美里 昭和学院 千葉:第81回県選手権　[ 決勝競技 ] 三國　美宝 拓大紅陵 千葉:第81回県選手権　[ 決勝競技 ]

（****044） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 （****079） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場

三浦　亜依 昭和学院 千葉:第81回県選手権　[ 予選競技 ] 賀部　寿音 昭和学院 千葉:第71回県高等学校総体　[ 決勝競技 ]

（****789） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 （****634） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場

田中　　花 成田 千葉:第22回県春季　[ 決勝競技 ] 齋藤　花梨 幕張総合 千葉:第71回県高等学校総体　[ 決勝競技 ]

（****062） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 （****169） 千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場

100Fiy 少年女子Ａ リレー種目

氏名 所属 2018学年 大会名 樹立日 記録

遠山　乃梨 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 第41回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季　[ 決勝競技 ]

（****367） 千葉県水泳連盟 東京･東京辰巳国際水泳場

宮本　帆風 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 第41回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季　[ 決勝競技 ]

（****941） 千葉県水泳連盟 東京･東京辰巳国際水泳場

宮本　帆風 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 第41回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季　[ 決勝競技 ]

（****941） 千葉県水泳連盟 東京･東京辰巳国際水泳場

1 高校1年 2018/7/22 1:55.31 1 高校1年 2018/6/24 1:03.7398.88%

2 高校2年 2018/7/8 1:55.40 2

3 高校 2018/7/23 1:56.60 397.78% 1:06.63

2018/7/31 1:06.51

中学3年

98.80% 中学3年

1 高校2年 2018/7/22 0:58.75 98.47%

2018/8/26 0:55.332 高校2年 2018/7/22 0:59.39

0:55.913 高校1年 2018/7/7 1:00.18

1:12.24

3

2 高校1年

1 高校1年 2018/7/7 1:12.231 高校2年 2018/7/8 1:03.43

2 高校1年 2018/7/8 1:05.05

1 中学3年 2018/8/26 1:00.29

3 高校1年 2018/5/27 1:05.69

2 中学3年 2018/8/26 1:00.88

3 中学3年 2018/8/26 1:00.88

102.13%

99.55%

95.39%

95.22%

1 高校1年 2018/8/26 0:54.45

2018/7/15

101.29%

99.67%

98.64%

99.07%

2 高校2年

3 高校2年 2018/6/23

101.14%

101.14%

１００ｍ平泳ぎＢの新高１の欄も参照

１００ｍバタフライＢの新高１の欄も参照

99.06%

97.53%

101.04%

高校1年 2018/6/24

１００ｍ背泳ぎＢの新高１の欄も参照 １００ｍ平泳ぎＢの新高１の欄も参照

１００ｍ背泳ぎＢの新高１の欄も参照

98.52%

97.56% 1:13.37

97.41%

96.13%

2018/6/24


