
会 ９

ー

平成２１年度　国際大会出場者・全国大会入賞者
２０１０　シン ルガポー エージ選手権 ３/１７～２１ 　　シンガポール

大久保 琳太郎 日本代表 中２ ５０M 平泳ぎ 29.85 第２位
大久保 琳太郎 日本代表 中２ １００M 平泳ぎ 1:04.88 第３位

第８５回　日本選手権大会兼世界水泳選手権大会代表選手選考 ４/１６～１ 静岡：浜松市総合水泳場

土岐 健一 セントラル 大３ ８００M 自由形 8:02.62 第５位
土岐 健一 セントラル 大３ １５００M 自由形 15:26.57 第５位
渡辺 耶唯 日大山形 高２ １００M バタフライ 1:00.06 第８位
渡辺 耶唯 日大山形 高２ ２００M バタフライ 2:10.05 第４位

ジャパンオープン２００９（長水路） ６/５～７ 東京都：東京辰巳国際水泳場

土岐 健一 セントラル 大３ １５００M 自由形 15:24.8 第２位
渡辺 耶唯 日大山形 高２ ２００M バタフライ 2:09.67 第３位

第６０回　日本実業団水泳競技大会 ８/１～２ 宮城：

渡辺 直幸 上山市役所 １００M 背泳ぎ 58.03 第６位

第７７回　日本高等学校選手権 ８/１７～２０ 大阪：大阪府立門真スポーツセンター

本間 あかり 羽黒高校 高１ ５０M 自由形 26.47 第７位
小関 也朱篤 羽黒高校 高３ １００M 平泳ぎ 1:02.19 第３位
渡辺 耶唯 日大山形 高２ ２００M バタフライ 2:08.88 第３位
山本 和幸 日大山形 高３ １００M 背泳ぎ 57.29 第８位
鶴岡工業高等学校 ８００M フリーリレー 7:33.40 第７位

田中　恭介・佐藤　祐太・岩佐　夏樹・渡部 貴久

第３２回　全国ＪＯ杯夏季大会 ８/２６～３０ 東京都：東京辰巳国際水泳場

齋藤 優作 鶴岡SC 中２ D １００M 自由形 54.24 第４位
齋藤 優作 鶴岡SC 中２ D ２００M 自由形 1:56.95 第５位
渡会 舜 酒田水泳教室 中２ D ２００M 自由形 1:56.92 第４位

第８５回　日本学生選手権大会 ９/４～６ 熊本：アクアドームくまもと

土岐 健一 日本大学 大３ ４００M 自由形 3:52.63 第５位
土岐 健一 日本大学 大３ １５００M 自由形 15:20.10 第４位

第６４回　国民体育大会 ９/１１～１３ 新潟：ダイエープロビスフェニックスプール

土岐 健一 山形県 大３ 成年 ４００M 自由形 3:51.87 第５位
山本 和幸 山形県 高３ 少年A ２００M 背泳ぎ 2:03.44 第７位
本間 あかり 山形県 高１ 少年B ５０M 自由形 26.52 第３位
渡辺 耶唯 山形県 高２ 少年A ２００M バタフライ 2:09.42 第３位
渡辺 耶唯 山形県 高２ 少年A ４００M 個人メドレ 4:51.07 第７位

ジャパンオープン２０１０（短水路） ２/２７～２８ 東京都：東京辰巳国際水泳場

土岐 健一 日本大学 大３ １５００M 自由形 15:03.26 第５位
渡辺 耶唯 日大山形 高２ ２００M バタフライ 2:07.50 第４位

第３２回　全国ＪＯ杯春季大会 ３/２７～３０ 東京都：東京辰巳国際水泳場

齋藤 優作 鶴岡SC 中２ D １００M 自由形 52.30 第４位
齋藤 優作 鶴岡SC 中２ D ２００M 自由形 1:53.32 第５位
渡会 舜 酒田水泳教室 中２ D ２００M 自由形 1:51.27 優 勝
渡会 舜 酒田水泳教室 中２ D ４００M 自由形 3:56.86 第２位
大久保 琳太郎 マイティ米沢 中２ D ５０M 平泳ぎ 29.18 第２位
佐々木 友 SC天童 中２ D ２００M バタフライ 2:01.17 第５位
佐々木 友 SC天童 中２ D ２００M 背泳ぎ 2:03.85 第７位
酒田水泳教室 D ４００M フリーリレー 3:40.18 第８位

渡会　舜・土門　樹亮・今井　勇気・遠田 学
山本 和幸 日大山形 高３ CS １００M 背泳ぎ 52.63 第３位
山本 和幸 日大山形 高３ CS ２００M 背泳ぎ 1:55.31 第４位
渡辺 耶唯 日大山形 高２ CS ２００M バタフライ 2:06.53 優　勝
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