
Ａ指定 男子 Ａ指定 女子

佐藤 雄大 酒田工業高校 高３ 酒田水教
齋藤 宏文 日大山形高校 高３ 山形ＤＣ

Ｂ指定 男子 Ｂ指定 女子

舛谷 駿 日大山形高校 高３ 山形ＤＣ 古頭 奈美 山形商業高校 高３ 山形ＤＣ
渡邉 輝 日大山形高校 高２ 山形ＤＣ 中野 まゆ 日大山形高校 高２ 山形ＤＣ
阿部 貴文 山形南高校 高３ 山形ＤＣ 山本 聖子 日大山形高校 高２ 山形ＤＣ
伊藤 究 山形南高校 高３ 岡崎 璃花 日大山形高校 高２ 山形ＤＣ
若生 晃一 鶴岡工業高校 高３ 鶴岡ＳＣ 田村 梨紗 山形東高校 高３ 山形ＤＣ
本間 昂光 鶴岡工業高校 高３ 鶴岡ＳＣ 五瓶 利沙 鶴岡工業高校 高３ 鶴岡ＳＣ
三浦 克成 鶴岡工業高校 高３ 鶴岡ＳＣ 佐竹 由誉 鶴岡北高校 高２ 鶴岡ＳＣ
佐藤 慎太郎 鶴岡工業高校 高２ 鶴岡ＳＣ 和田 綾乃 羽黒高校 高２ 鶴岡ＳＣ
菅原 佑太 鶴岡工業高校 高２ 鶴岡ＳＣ 村岡 咲 山形中央高校 高３
土肥 隆輔 鶴岡工業高校 高２ 鶴岡ＳＣ 阿部 真奈実 山形中央高校 高３
熊谷 卓也 山形中央高校 高３ 遠藤 広菜 山形中央高校 高３
松岡 翼 山形中央高校 高３ 元木 美都保 山形中央高校 高２
小林 弘希 山形中央高校 高３ 片桐 凜子 山形東高校 高２ 山形ＳＣ
寒河江 勇介 山形中央高校 高２
鈴木 渓介 山形中央高校 高２

Ａ指定 男子 Ａ指定 女子

山本 和幸 日大山形高校 高１ 山形ＤＣ 渡辺 耶唯 山形三中学校 中３ 山形ＤＣ
田中 恭介 鶴岡工業高校 高１ 鶴岡ＳＣ

Ｂ指定 男子 Ｂ指定 女子

冨澤 亮平 山形一中学校 中３ 山形ＤＣ 国井 美里 天童四中学校 中３ ＳＣ天童
渡部 貴久 鶴岡工業高校 高１ 鶴岡ＳＣ 高橋 綾佳 河北中学校 中３ 村山ＴＳＳ
小関 也朱篤 羽黒高校 高１ 鶴岡ＳＣ 浅賀 友里子 酒田三中学校 中３ 酒田水教
佐藤 祐太 鶴岡五中学校 中３ 鶴岡ＳＣ 池田 あさ美 山形中央高校 高１
佐藤 卓磨 鶴岡五中学校 中３ 鶴岡ＳＣ
魚住 至 鶴岡二中学校 中３ 鶴岡ＳＣ
渡部 聖士 鶴岡三中学校 中３ 鶴岡ＳＣ
岩佐 夏樹 櫛引中学校 中３ 鶴岡ＳＣ
高橋 諒 酒田工業高校 高１ 酒田水教
庄司 拓未 金井中学校 中３ 山形ＳＣ
土屋 慶英 山形中央高校 高１

男子 女子

庄司 輝拓 鶴岡四中学校 中２ 鶴岡ＳＣ 本間 あかり 鶴岡一中学校 中２ 鶴岡ＳＣ
太田 卓哉 藤島中学校 中２ 鶴岡ＳＣ 冨樫 郷子 鶴岡一中学校 中１ 鶴岡ＳＣ
吉田 凌 河北中学校 中２ グートＳＣ 粕谷 凪々 鶴岡四中学校 中２ 鶴岡ＳＣ
川又 友彰 金井中学校 中１ 山形ＤＣ 田澤 友梨 鶴岡四中学校 中２ 鶴岡ＳＣ

岩浪 友里 藤島中学校 中２ 鶴岡ＳＣ
齋藤 瑶 藤島中学校 中１ 鶴岡ＳＣ
遠田 萌夏 酒田三中学校 中２ 酒田水教
仲條 沙織 酒田四中学校 中２ 酒田水教
林 真子 天童一中学校 中２ ＳＣ天童
武田 あゆみ 天童一中学校 中２ ＳＣ天童
川瀬 愛生 天童三中学校 中２ ＳＣ天童
千葉 紗彩 天童四中学校 中２ ＳＣ天童
西村 明香里 山大付属中学校 中１ 山形ＳＣ
佐藤 まや 遊佐中学校 中２ 酒田ＳＣ
松本 いづみ 上山北中学校 中２ 山形ＤＣ
渡部 新奈 山形三中学校 中１ 山形ＤＣ
土田 成美 陵東中学校 中１ グートＳＣ

山形DC　粟野　道　　TEL 023-645-1616   FAX 023-645-1665         
　＊　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。

ジュニア　競泳強化指定選手（中学１・２年生）

平成１９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）


