
土岐 健一 日本代表 高３ ８００M 自由形 8:02.15 第４位
土岐 健一 日本代表 高３ １５００M 自由形 15:30.55 第10位
土岐 健一 日本代表 高３ ４００M 自由形 3:55.81 第14位

土岐 健一 日本代表 高３ ４００M 自由形 3:53.61 第５位
土岐 健一 日本代表 高３ １５００M 自由形 15:29.07 第５位

土岐 健一 鶴岡ＳＣ 高３ １５００M 自由形 15:17.03 優勝

土岐 健一 鶴岡ＳＣ 高３ ８００M 自由形 8:07.24 第２位
土岐 健一 鶴岡ＳＣ 高３ ４００M 自由形 3:55.90 第４位
庄司 有太 中央大学 大４ ２００M 個人メドレー 2:01.97 第４位
庄司 有太 中央大学 大４ ４００M 個人メドレー 4:23.41 第５位

齋藤 利樹 山形市役所 １００M 平泳ぎ 1:05.29 第５位
齋藤 利樹 山形市役所 ２００M 平泳ぎ 2:24.43 第５位
渡邉 直幸 山形ＤＣ １００M 背泳ぎ 0:57.45 第３位
渡邉 直幸 山形ＤＣ ２００M 背泳ぎ 2:07.32 第３位

山本 和幸 山形第三中学校 中３ ２００M 背泳ぎ 2:11.53 第８位

山本 和幸 ＳＡヤマザワ 中３ １３～１４ １００M 背泳ぎ 1:01.36 第７位
山本 和幸 ＳＡヤマザワ 中３ １３～１４ ２００M 背泳ぎ 2:11.61 第６位

庄司 有太 中央大学 大４ ２００M 個人メドレー 2:01.96 第４位
庄司 有太 中央大学 大４ ４００M 個人メドレー 4:25.08 第４位

土岐 健一 山形県 高３ 少年Ａ ４００M 自由形 3:54.71 優勝
山形県 少年Ａ ８００M フリーリレー 7:38.02 第２位

山本 和幸 山形県 中３ 少年Ｂ ２００M 背泳ぎ 2:13.43 第８位
渡邉 直幸 山形県 成年 １００M 背泳ぎ 0:56.39 第５位
庄司 有太 山形県 大４ 成年 ２００M 個人メドレー 2:03.76 第６位

土岐 健一 鶴岡ＳＣ 高３ １５００M 自由形 14:58.98 優勝

庄司 有太 中央大学 大４ ２００M 個人メドレー 1:59.02 第７位
庄司 有太 中央大学 大４ ４００M 個人メドレー 4:14.37 第６位

大久保 琳太郎 高畠町ＣＰ 小４ １０歳 ５０M 平泳ぎ 0:35.53 優勝
齋藤 宏文 日大山形高校 高２ ＣＳ １００M バタフライ 0:53.54 第２位
齋藤 宏文 日大山形高校 高２ ＣＳ ２００M バタフライ 1:58.21 第４位
鶴岡ＳＣ １３～１４ ４００M フリーリレー 3:41.10 第４位

渡辺 耶唯 山形ＤＣ 中２ １３～１４ １００M バタフライ 1:02.14 第７位
中野 まゆ 日大山形高校 高１ ＣＳ ２００M 自由形 2:03.93 第８位

９/１～３ 東京都：東京辰巳国際水泳場

日本高校新記録

愛知県：豊橋市第５７回　日本実業団水泳競技大会 ８/５～６

平成１８年度　国際大会出場者・全国大会入賞者

カナダ：ビクトリア

カタール：ドーハ

東京都：東京辰巳国際水泳場

第１２回　パンパシフィック選手権大会 ８/１７～２０

第１５回　アジア大会 １２/２～７

第８２回　日本選手権大会　 ４/２０～２３

第４８回　日本短水路選手権大会 ３/３～４ 東京都：東京辰巳国際水泳場

第４６回　全国中学校選手権大会 ８/２１～２３ 高知県：黒潮アリーナ

第２９回　全国ＪＯ杯夏季大会 ８/２６～３０ 東京都：東京辰巳国際水泳場

第８２回　日本学生選手権大会

第６１回　国民体育大会 １０/１～４ 兵庫県：尼崎市

佐藤　雄大・三浦　克成・菅原　拓・土岐　健一

佐藤　祐太・魚住　至・渡部　聖士・岩佐　夏樹

短水路日本高校新記録
なお８００Mの正式記録７：５３．７１の短水路日本高校新記録

第２９回　全国ＪＯ杯春季大会 ３/２７～３０ 東京都：東京辰巳国際水泳場


