
2022年7月18日現在

男子
種目 距離 記録 樹立日 記録保持者 所属 大会 会場

自由形 50m 22.34 2018/4/5 木野　和樹 イトマン富田林/福井体協 日本選手権 東京辰巳国際水泳場
自由形 100m 50.84 2022/7/16 間所　大貴 山梨学院大 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
自由形 200m 1:51.28 2017/8/6 尾崎　隆太 福井体協 日本実業団 静岡県富士水泳場
自由形 400m 3:51.37 2016/4/4 尾崎　隆太 SUN姫路/福井体協 日本選手権 東京辰巳国際水泳場
自由形 800m 7:57.02 2017/4/16 尾崎　隆太 SUN姫路/福井体協 日本選手権 日本ガイシアリーナ
自由形 1500m 15:20.41 2021/4/10 尾崎　隆太 福井スポ協 日本選手権 アクアティクスセンター

背泳ぎ  50m 25.76 2018/4/5 西村　駿弥 福井体協/JSS深井 日本選手権 東京辰巳国際水泳場
背泳ぎ 100m 54.79 2018/4/3 西村　駿弥 福井体協/JSS深井 日本選手権 東京辰巳国際水泳場
背泳ぎ 200m 2:00.23 2018/4/6 西村　駿弥 福井体協/JSS深井 日本選手権 東京辰巳国際水泳場

平泳ぎ 50m 28.74 2019/6/9 新谷　一総 チームフクイ 相模原市記録会 相模原市立総合水泳場
平泳ぎ 100m 1:00.98 2018/9/1 新谷　一総 福井スポ協 社会人選手権 ダイエープロビスフェニックス

平泳ぎ 200m 2:14.56 2019/9/1 新谷　一総 KTPたけふ 相模原市記録会(2) 相模原市立総合水泳場

バタフライ 50m 24.54 2022/7/17 毛利　慎之介 おおいアクア 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
バタフライ 100m 53.90 2013/8/30 武田　一斗 KSG福井 全国JO夏季大会 東京辰巳国際水泳場
バタフライ 200m 1:59.68 2013/8/18 武田　一斗 北陸高 日本高等学校選手権 長崎市民総合プール

個人メドレー 200m 2:05.31 2016/5/21 尾崎　隆太 SUN姫路/福井体協 ジャパンオープン 東京辰巳国際水泳場
個人メドレー 　400m 4:19.39 2016/5/21 尾崎　隆太 SUN姫路/福井体協 ジャパンオープン 東京辰巳国際水泳場

フリーリレー 4×50m 1:34.70 2018/9/16 木野　和樹・高橋　裕汰 福井県 福井国体 敦賀市総合運動公園プール
長谷川楓悟・春岡　草太

フリーリレー 4×100m 3:32.65 2015/7/4 竹田誠之介・木下　晴登 福井工業大学 中部学生選手権 日本ガイシアリーナ
岡田　奎一・金田　拓也

フリーリレー 4×200m 7:40.53 2015/7/5 竹田誠之介・木下　晴登 福井工業大学 中部学生選手権 日本ガイシアリーナ
岡田　奎一・金田　拓也

メドレーリレー 4×50m 1:48.65 2019/6/2 湊谷　　陸・稲井　響己 福井工業大 石川県記録会 金沢プール
平野　奨馬・酒井　　翼

メドレーリレー 4×100m 3:41.84 2019/9/16 西村　駿弥・新谷　一総 福井県 茨城国体 山新スイミングアリーナ
春岡　草太・尾崎　隆太

女子
種目 距離 記録 樹立日 記録保持者 所属 大会 会場

自由形 50m 26.37 2016/9/11 藪　　仁美 福井県 いわて国体 盛岡市立総合プール
自由形 100m 57.18 2014/6/21 髙橋　花帆 おおいｱｸｱ ジャパンオープン2014 東京辰巳国際水泳場
自由形 200m 2:05.35 2011/7/23 山田　麻衣 仁愛女子高 北信越高等学校選手権 長野アクアウイング
自由形 400m 4:14.49 2014/9/12 松浦　由佳 福井県 長崎国体 長崎市民総合プール
自由形 800m 8:54.34 2009/8/21 松浦　由佳 福大附属中 全国中学 福岡県立総合プール

背泳ぎ 50m 30.25 2021/7/17 小林　優香 新田塚おおの 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
背泳ぎ 100m 1:04.49 2022/7/16 土本　夕愛 びわこ成蹊大 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
背泳ぎ 200m 2:18.25 2019/7/20 土本　夕愛 福工大福井高 北信越高等学校選手権 ダイエープロビスフェニックス

平泳ぎ 50m 32.59 2022/7/17 榊原　莉那 至学館大 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
平泳ぎ 100m 1:10.85 2018/5/24 橋本　智美 福井スポ協 ジャパンオープン 東京辰巳国際水泳場
平泳ぎ 200m 2:28.36 2018/5/27 橋本　智美 福井スポ協 ジャパンオープン 東京辰巳国際水泳場

バタフライ 50m 27.37 2016/8/7 藪　　仁美 福井体協 日本実業団 高知くろしおアリーナ
バタフライ 100m 59.82 2018/9/15 藪　　仁美 福井県 福井国体 敦賀市総合運動公園プール
バタフライ 200m 2:16.87 2000/4/21 有川めぐみ ベルSS 日本選手権 東京辰巳国際水泳場

個人メドレー 200m 2:24.47 2008/3/8 嶋岡　奈央 日本 エージ選手権 ニュージーランド
個人メドレー 400m 5:04.92 2010/8/21 松浦　由佳 福井SS 福井県選手権 福井県営水泳場

フリーリレー 4×50m 1:48.38 2018/9/16 高橋　花帆・藪　　仁美 福井県 福井国体 敦賀市総合運動公園プール
石本　綾音・田中　希蘭

フリーリレー 4×100m 3:59.82 1999/9/13 関　　真麻・有川めぐみ 福井県 くまもと未来国体 熊本市立総合プール
松浦　　暢・田附　彩乃

フリーリレー 4×200m 8:52.86 2016/8/20 吉野　　碧・岸　　春佳 工大福井高 日本高等学校選手権 広島市総合屋内プール
高見  雪月・高橋紗也果

メドレーリレー 4×50m 2:07.38 2021/8/28 土本　梨乃・北川　葵泉 福工大福井高 福井県高校新人大会 福井県営水泳場
中川　栞那・安田　莉子

メドレーリレー 4×100m 4:26.71 2018/9/16 土本　夕愛・榊原　莉那 福井県 福井国体 敦賀市総合運動公園プール
加藤木美咲・長田　真衣

競泳福井県記録（長水路）



2022年7月18日現在

男子
種目 距離 記録 樹立日 記録保持者 所属 大会 会場

自由形 50m 23.65 2017/9/16 高橋　裕汰 福井県 えひめ国体 アクアパレットまつやま特設プール

自由形 100m 52.01 2022/5/15 谷口　柊弥 WL南条 JSCA北陸長水路クラブ対抗 金沢プール
自由形 200m 1:54.58 2009/7/19 一ツ矢亮平 敦賀高 北信越高等学校選手権 ダイエープロビスフェニックスプール

自由形 400m 4:02.77 2009/8/9 一ツ矢亮平 敦賀高 県民スポーツ祭 敦賀市総合運動公園プール
自由形 800m 8:35.92 2007/8/18 嶋崎　喬介 福工大福井高 日本高等学校選手権 佐賀県総合運動公園水泳場
自由形 1500m 16:03.82 2008/7/18 嶋﨑　喬介 福工大福井高 北信越高等学校選手権 末広屋外水泳外プール

背泳ぎ  50m 26.97 2013/10/5 岡田　奎一 金井学園ＳＣ JSCAﾌﾞﾛｯｸ対抗 きらら博記念公園プール
背泳ぎ 100m 57.81 2013/9/15 岡田　奎一 福井県 東京国体 東京辰巳国際水泳場
背泳ぎ 200m 2:07.75 2006/10/1 増田　弘明 福井県 のじぎく国体 尼崎の森プール

平泳ぎ 50m 29.61 2022/7/17 佐々木　俊亮 KTPたけふ 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
平泳ぎ 100m 1:04.51 2016/7/22 峯浦　　楽 若狭高 北信越高等学校選手権 長野アクアウイング
平泳ぎ 200m 2:19.07 2016/7/23 峯浦　　楽 若狭高 北信越高等学校選手権 長野アクアウイング

バタフライ 50m 24.54 2022/7/17 毛利　慎之介 おおいアクア 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
バタフライ 100m 53.90 2013/8/30 武田　一斗 KSG福井 全国JO夏季大会 東京辰巳国際水泳場
バタフライ 200m 1:59.68 2013/8/18 武田　一斗 北陸高 日本高等学校選手権 長崎市民総合プール

個人メドレー 200m 2:08.02 2021/11/13 井上　輝星 福工大福井高 秋葉山選手権 秋葉山公園県民水泳場
個人メドレー 400m 4:33.22 2012/7/22 武田　涼史 福工大福井高 北信越高等学校選手権 ダイエープロビスフェニックスプール

フリーリレー 4×50m 1:41.31 2020/9/12 宮川　虹歩・長谷川敬太 福井工大福井高 福井県高校新人大会 福井県営水泳場
井上　輝星・柿原　康陽

フリーリレー 4×100m 3:37.32 2016/7/23 長谷川楓悟・清水　悠吾 若狭高 北信越高等学校選手権 長野アクアウイング
藤田　智弥・濱手　太秀

フリーリレー 4×200m 7:51.02 2013/9/13 武田　一斗・岡田　奎一 福井県 東京国体 東京辰巳国際水泳場
遠藤　　巧・武田　涼史

メドレーリレー 4×50m 1:50.47 2016/8/28 長谷川楓悟・峯浦　　楽 おおいアクア 中高サマースプリント 福井県営水泳場
濱手　太秀・藤田　智弥

メドレーリレー 4×100m 3:54.17 2016/9/11 長谷川楓悟・峯浦　　楽 福井県 いわて国体 盛岡市立総合プール
春岡　草太・高橋　裕汰

女子
種目 距離 記録 樹立日 記録保持者 所属 大会 会場

自由形  50m 26.50 2014/8/18 髙橋　花帆 若狭高 日本高等学校選手権 千葉国際水泳場
自由形 100m 57.18 2014/6/21 髙橋　花帆 おおいアクア ジャパンオープン2014 東京辰巳国際水泳場
自由形 200m 2:05.35 2011/7/23 山田　麻衣 仁愛女子高 北信越高等学校選手権 長野アクアウイング
自由形 400m 4:23.41 2012/7/22 松浦　由佳 北陸高 北信越高等学校選手権 ダイエープロビスフェニックスプール

自由形 800m 8:59.56 2012/7/21 松浦　由佳 北陸高 北信越高等学校選手権 ダイエープロビスフェニックスプール

背泳ぎ 50m 30.81 2022/7/17 小林　優香 新田塚おおの 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
背泳ぎ 100m 1:05.09 2019/7/21 土本　夕愛 福工大福井高 北信越高等学校選手権 ダイエープロビスフェニックス

背泳ぎ 200m 2:18.25 2019/7/20 土本　夕愛 福工大福井高 北信越高等学校選手権 ダイエープロビスフェニックス

平泳ぎ  50m 33.03 2019/9/1 榊原　莉那 啓新高 福井県高校新人大会 福井県営水泳場
平泳ぎ 100m 1:11.00 2021/7/17 榊原　莉那 まるおかアクア 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
平泳ぎ 200m 2:34.30 2021/7/17 榊原　莉那 まるおかアクア 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール

バタフライ 50m 28.32 2011/5/21 石本　綾音 敦賀高校 ジャパンオープン2011 大阪府立門真スポーツセンター

バタフライ 100m 1:02.90 2013/7/19 石本　綾音 敦賀高校 北信越高等学校選手権 末広野外水泳プール
バタフライ 200m 2:16.87 2000/4/21 有川めぐみ ベルSS 日本選手権 東京辰巳国際水泳場

個人メドレー 200m 2:25.48 2010/8/22 松浦　由佳 福井SS 福井県選手権 福井県営水泳場
個人メドレー 400m 5:04.92 2010/8/21 松浦　由佳 福井SS 福井県選手権 福井県営水泳場

フリーリレー 4×50m 1:54.42 2014/8/23 岸　　春佳・高橋紗也果 福井工大福井 中高生サマースプリント 福井県営水泳場
吉野　　碧・奥出　理子

フリーリレー 4×100m 3:59.82 1999/9/13 関　　真麻・有川めぐみ 福井県 くまもと未来国体 熊本市立総合プール
松浦　　暢・田附　彩乃

フリーリレー 4×200m 8:52.86 2016/8/20 吉野　　碧・岸　　春佳 工大福井高 日本高等学校選手権 広島市総合屋内プール
高見  雪月・高橋紗也果

メドレーリレー 4×50m 2:07.38 2021/8/28 土本　梨乃・北川　葵泉 福工大福井高 福井県高校新人大会 福井県営水泳場
中川　栞那・安田　莉子

メドレーリレー 4×100m 4:30.47 2021/7/26 中川 　栞那・北川 　葵泉 福工大福井高 北信越高等学校選手権 長野アクアウイング
加藤木　美咲・安田　莉子

競泳福井県高校記録（長水路）



2022年7月18日現在

男子
種目 距離 記録 樹立日 記録保持者 所属 大会 会場

自由形  50m 24.39 2019/7/20 稲澤  駿斗 大飯中 福井県中学夏季 敦賀市総合運動公園
自由形 100m 54.19 2019/9/22 井上　輝星 WL南条 中部日本ジュニア水泳選手権 日本ガイシアリーナ
自由形 200m 1:58.81 2020/7/26 高岡　亜門 KSG福井 福井県選手権 福井県営水泳場
自由形 400m  4:12.68 2017/7/16 中村　一暉 松陵中 福井県中学夏季 福井県営水泳場
自由形 800m  8:47.31 2006/8/22 嶋崎　喬介 成和中 全国中学校水泳競技大会 くろしおアリーナ
自由形 1500m 16:30.80 2006/8/22 嶋崎　喬介 成和中 全国中学校水泳競技大会 くろしおアリーナ

背泳ぎ 50m 28.38 2019/3/17 長谷川敬太 金井学園SC 金沢オープン 金沢プール
背泳ぎ 100m 1:00.20 2016/7/30 白崎柔星也 WL南条 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
背泳ぎ 200m 2:08.85 2016/7/31 白崎柔星也 WL南条 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール

平泳ぎ 50m 29.94 2019/11/23 稲澤  駿斗 おおいアクア 東京都オープン 東京辰巳国際水泳場
平泳ぎ 100m 1:04.98 2019/11/22 稲澤  駿斗 おおいアクア 東京都オープン 東京辰巳国際水泳場
平泳ぎ 200m  2:23.79 2013/8/29 峯浦　　楽 おおいアクア 全国JO夏季大会 東京辰巳国際水泳場

バタフライ 50m 25.49 2019/11/24 毛利慎之介 おおいアクア 東京都オープン 東京辰巳国際水泳場
バタフライ 100m 56.81 2019/8/6 毛利慎之介 小浜中 北信越中学 ダイエープロビスフェニックス

バタフライ 200m 2:06.34 2009/8/29 三橋　智也 KSG福井 JO夏季大会 東京辰巳国際水泳場

個人メドレー 200m 2:10.26 2019/7/21 井上　輝星 南条中 福井県中学夏季 敦賀市総合運動公園
個人メドレー 400m 4:42.23 2011/8/27 武田　涼史 KSG福井 JO夏季大会 東京辰巳国際水泳場

フリーリレー 4×50m 1:44.54 2015/9/20 藤田　聖矢・安藤　大河 おおいアクア 中部日本ｼﾞｭﾆｱ選手権 日本ガイシアリーナ
濱手　琉成・藤田　智弥

フリーリレー 4×100m  3:42.35 2013/9/13 緒方　敦大・青山　勝征 福井県 東京国体 東京辰巳国際水泳場
清水　悠吾・長谷川楓悟

フリーリレー 4×200m 10:06.00 1967/8/27 出村・板倉 越廼中 県民体育大会 福井運動公園水泳場
藤田・深田

メドレーリレー 4×50m 1:58.52 2016/9/18 清水  奏人・古谷　友哉 おおいアクア 中部日本ジュニア選手権 日本ガイシアリーナ
濱手　琉成・藤田　聖矢

メドレーリレー 4×100m  4:04.06 2013/9/14 長谷川楓悟・峯浦　　楽 福井県 東京国体 東京辰巳国際水泳場
清水　悠吾・緒方　敦大

女子
種目 距離 記録 樹立日 記録保持者 所属 大会 会場

自由形  50m 26.80 2014/7/19 田中　希蘭 南条中 福井県中学夏季 福井県営水泳場
自由形 100m 58.57 2012/9/23 髙橋　花帆 おおいアクア 中部日本ジュニア水泳選手権大会 日本ガイシアリーナ
自由形 200m 2:08.30 2012/6/17 髙橋　花帆 上中中 福井県中学校春季総合体育大会 敦賀市総合運動公園プール
自由形 400m 4:27.90 2008/8/26 松浦　由佳 金井学園ＳＣ JO夏季 東京辰巳国際水泳場
自由形 800m 8:54.34 2009/8/21 松浦　由佳 福大附属中 全国中学 福岡県立総合プール

背泳ぎ 50m 30.25 2021/7/17 小林　優香 新田塚おおの 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
背泳ぎ 100m 1:05.51 2021/7/11 小林　優香 開成中 福井県中学校夏季 敦賀市総合運動公園プール
背泳ぎ 200m 2:23.26 2016/6/26 土本　夕愛 新田塚SS大野 日本SC協会北陸支部長水路クラブ対抗 富山県総合体育センタープール

平泳ぎ 50m 33.37 2017/7/30 榊原　莉那 まるおかアクア 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
平泳ぎ 100m 1:12.05 2018/8/4 榊原　莉那 まるおかアクア 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
平泳ぎ 200m 2:34.53 2008/3/6 嶋岡　奈央 日本 エージ選手権 ニュージーランド

バタフライ 50m 28.82 2013/8/25 高橋紗也果 KTPつるが 福井県選手権 福井県営水泳場
バタフライ 100m 1:01.14 2009/9/11 松浦　由佳 福井県 新潟国体 ダイエープロビスフェニックスプール

バタフライ 200m 2:21.37 2010/3/21 松浦　由佳 日本 エージ選手権 シンガポール

個人メドレー 200m  2:24.47 2008/3/8 嶋岡　奈央 日本 エージ選手権 ニュージーランド
個人メドレー 400m 5:10.31 2019/5/26 宮原　胡春 新田塚SSおおの 日本SC協会北陸支部長水路クラブ対抗 金沢プール

フリーリレー 4×50m 1:55.70 2016/8/28 宮下由梨亜・榊原　莉那 まるおかアクアA 中高サマースプリント 福井県営水泳場
野村　　楓・長田　真衣

フリーリレー 4×100m 4:08.60 2014/7/20 田中　希蘭・勝見寿々花 南条中 福井県中学夏季 福井県営水泳場
奈良　春花・平澤　夕姫

メドレーリレー 4×50m 2:09.08 2016/8/28 宮下由梨亜・榊原　莉那 まるおかアクアA 中高サマースプリント 福井県営水泳場
江守　凜華・長田　真衣

メドレーリレー 4×100m 4:45.09 2022/7/10 笛吹　美月・幸馬　美空 南越前中 福井県中学夏季 敦賀市総合運動公園プール
篠田　蒼依・茨田　咲良

競泳福井県中学記録（長水路）



2022年7月18日現在

男子
種目 距離 記録 樹立日 記録保持者 所属 大会 会場

自由形  50m 27.06 2018/3/3 高橋　昊暉 おおいアクア 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

自由形 100m 57.86 2022/5/15 竹野　伊織 新田塚ふくい JSCA北陸長水路クラブ対抗 金沢プール
自由形 200m 2:07.66 2016/3/12 樋口　介人 WL南条 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

自由形 400m 4:26.47 2011/3/12 立壁　涼虎 金井学園SC 朝日・ニッカンオール学童 鈴鹿スポーツガーデン水泳場

自由形 800m 9:45.66 2010/8/22 立壁　涼虎 金井学園SC 福井県選手権 福井県営水泳場
自由形 1500m 18:18.42 2010/8/22 立壁　涼虎 金井学園SC 福井県選手権 福井県営水泳場

背泳ぎ  50m 30.03 2022/7/17 竹野　伊織 新田塚ふくい 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
背泳ぎ 100m 1:06.93 2021/7/31 竹野　伊織 新田塚ふくい とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 浜松市総合水泳場
背泳ぎ 200m 2:27.99 2012/8/26 西野　瑞輝 KTPたけふ 福井県選手権 福井県営水泳場

平泳ぎ 50m 33.42 2017/3/12 稲澤　駿斗 おおいアクア 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

平泳ぎ 100m 1:12.87 2017/3/12 稲澤　駿斗 おおいアクア 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

平泳ぎ 200m 2:36.04 2016/3/12 松井　聖夢 そうごSC 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

バタフライ 50m 27.47 2022/5/15 竹野　伊織 新田塚ふくい JSCA北陸長水路クラブ対抗 金沢プール
バタフライ 100m 1:00.87 2022/5/15 竹野　伊織 新田塚ふくい JSCA北陸長水路クラブ対抗 金沢プール
バタフライ 200m 2:17.59 2022/7/17 竹野　伊織 新田塚ふくい 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール

個人メドレー 200m 2:24.58 2016/3/13 樋口　介人 WL南条 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

個人メドレー 400m 4:56.14 2022/7/16 竹野　伊織 新田塚ふくい 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール

フリーリレー 4×50m 1:50.97 2016/3/13 清水　歩空・宮川　虹歩 おおいアクア 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

吉田　州吾・稲澤　駿斗

メドレーリレー 4×50m 2:05.77 2016/3/13 清水　歩空・稲澤　駿斗 おおいアクア 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

宮川　虹歩・吉田　州吾

女子
種目 距離 記録 樹立日 記録保持者 所属 大会 会場

自由形 50m 27.86 2018/3/4 大下　碧唯 おおいアクア 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

自由形 100m 1:02.44 2009/8/26 岡田奈津美 おおいアクア JO夏季大会 東京辰巳国際水泳場
自由形 200m 2:14.28 1992/8/26 福島夕希子 新田塚SC福井 全国ＪＯ夏季大会 奈良県営プール
自由形 400m 4:48.63 2000/9/17 松山　幸恵 大飯・アクア 中部日本ジュニア水泳選手権 名古屋市レインボープール
自由形 800m 10:06.40 2019/7/28 佐藤　路望 WL南条 福井県選手権 福井県営水泳場

背泳ぎ  50m 31.88 2020/9/6 室　紗希花 金井学園SC 全国通信福井県大会 福井県営水泳場
背泳ぎ 100m 1:09.00 2019/3/17 小林  優香 新田塚SS大野 金沢オープン 金沢プール
背泳ぎ 200m 2:29.28 2019/3/2 小林  優香 新田塚SS大野 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

平泳ぎ 50m 34.70 2016/3/13 榊原　莉那 まるおかアクア 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

平泳ぎ 100m 1:15.98 2015/7/26 榊原　莉那 まるおかアクア 福井県学童水泳競技大会 福井県営水泳場
平泳ぎ 200m 2:47.28 2012/08/26 川部衣知夏 KTPつるが 福井県選手権 福井県営水泳場

バタフライ 50m 29.68 2022/7/17 吉川　碧海 みくにアクア 福井県選手権 敦賀市総合運動公園プール
バタフライ 100m 1:07.51 2013/8/27 黒川　純花 金井学園ＳＣ 全国ＪＯ夏季大会 東京辰巳国際水泳場
バタフライ 200m 2:34.47 2013/8/25 黒川　純花 金井学園ＳＣ 福井県選手権 福井県営水泳場

個人メドレー 200m 2:31.85 2017/3/12 宮原　胡春 新田塚SS大野 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

個人メドレー 400m 5:25.63 2017/3/11 宮原　胡春 新田塚SS大野 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

フリーリレー 4×50m 1:59.99 2019/3/3 内田　碧空・小池　美緒 KTPつるが 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

大和田千智・中條　紗那

メドレーリレー 4×50m 2:11.46 2019/3/3 内田　碧空・大和田千智 KTPつるが 朝日新聞社オール学童水泳記録大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場

小池　美緒・中條　紗那

競泳福井県学童記録（長水路）


