
Ａ指定 男子 Ａ指定 女子

岩佐 夏樹 鶴岡工業高校 高３ 鶴岡SC 渡辺 耶唯 日大山形高校 高３ 山形ＤＣ
佐藤 祐太 鶴岡工業高校 高３ 鶴岡SC 本間 あかり 羽黒高校 高２ 鶴岡SC

Ｂ指定 男子 Ｂ指定 女子

渡部 聖士 鶴岡工業高校 高３ 鶴岡SC 粕谷 凪々 羽黒高校 高２ 鶴岡SC
魚住 至 鶴岡工業高校 高３ 鶴岡SC 田澤 友梨 羽黒高校 高２ 鶴岡SC
佐藤 卓磨 鶴岡工業高校 高３ 鶴岡SC 伊勢村 真乃 日大山形高校 高２ 山形ＤＣ
清野 裕紀 鶴岡工業高校 高３ 鶴岡SC 矢澤 美穂 日大山形高校 高２ 山形ＤＣ
小池 来希 鶴岡工業高校 高３ 鶴岡SC 川瀬 愛生 山本学園 高２ SC天童
進藤 健太 鶴岡工業高校 高２ 鶴岡SC 千葉 紗彩 山形東高校 高２ SC天童
太田 卓哉 鶴岡工業高校 高２ 鶴岡SC 国井 美里 山形西高校 高３ SC天童
庄司 輝拓 鶴岡工業高校 高２ 鶴岡SC 西村 明香里 山形西高校 高２ 山形SC
大滝 健斗 鶴岡工業高校 高２ 鶴岡SC 佐藤 麻文 酒田西高校 高２ 酒田SC
太田 昌平 酒田東高校 高３ 酒田SC
川中 拓哉 酒田東高校 高２ 酒田SC
相蘇 裕人 酒田東高校 高２ 酒田SC
江本 遼 日大山形高校 高３ 山形ＤＣ
吉田 凌 日大山形高校 高２ 山形ＤＣ
田中 貴大 寒河江高校 高３ SC天童
井幡 雅文 山形南高校 高３ 山形ＤＣ
渡部 翔太 山形南高校 高３ 山形ＤＣ
庄司 拓未 山形南高校 高３ 山形SC

Ａ指定 男子 Ａ指定 女子

Ｂ指定 男子 Ｂ指定 女子

乙坂 龍弥 鶴岡工業高校 高１ 鶴岡SC 小池 萌菜未 鶴岡一中 中３ 鶴岡SC
片桐 提也 日大山形高校 高１ 山形ＤＣ 馬場 茜 鶴岡三中 中３ 鶴岡SC
齋藤 優作 鶴岡三中 中３ 鶴岡SC 安達 雪鈴 山形五中 中３ 山形ＤＣ
庄司 永輝 鶴岡四中 中３ 鶴岡SC 横川 朝咲 山形一中 中３ SAヤマザワ
伊藤 那央人 鶴岡四中 中３ 鶴岡SC 齋藤 亜彩美 陵南中 中３ グートSC
奥山 翔太 山形五中 中３ 山形ＤＣ 加地 明日香 米沢四中 中３ マイティ米沢
佐々木 友 天童一中 中３ SC天童 縄 彩佳 天童二中 中３ SC天童
遠田 学 酒田三中 中３ 酒田水教
今井 勇気 酒田六中 中３ 酒田水教
渡会 舜 余目中 中３ 酒田水教
佐藤 龍征 八幡中 中３ 酒田SC
會田 空 陵南中 中３ グートSC
鍋島 怜 陵南中 中３ グートSC
矢作 耀 河北中 中３ グートSC

男子 女子

大久保 琳太郎 米沢四中 中２ マイティ米沢 西脇 怜奈 鶴岡一中 中２ 鶴岡SC
渡部 太一 酒田六中 中２ 酒田水教 須藤 由菜 鶴岡一中 中２ 鶴岡SC

長谷川 鼓 鶴岡三中 中２ 鶴岡SC
齋藤 綾香 鶴岡三中 中２ 鶴岡SC
難波 颯紀 鶴岡三中 中１ 鶴岡SC
長南 菜々花 立川中 中２ 鶴岡SC
松本 さとみ 上山北中 中２ 山形ＤＣ
渋井 柚実 日大山形中 中２ SAヤマザワ
高内 若菜 山形四中 中２ 山形SC
片桐 まどか 葉山中 中２ SC寒河江

　＊　尚、標準記録を突破した選手がいましたら、その都度下記まで御連絡下さい。
山形DC 粟野 道 　TEL 023-645-1616   FAX 023-645-1665         

ジュニア　競泳強化指定選手（中学１・２年生）

平成２２年度　山形県水泳連盟競泳強化指定選手
　強化選手の指定は、別途に定める山形県水泳連盟強化指定選考基準（競泳）により選考する。

国体少年Ａ　競泳強化指定選手（高校２・３年生）

国体少年Ｂ　競泳強化指定選手（高校１年生・中学３年生）


	指定選手

