
開催地 名前 学年 区分 距離 種目 順位 得点 総得点

平成１４年 （2002年） 高知 ２位 7

稲森あゆみ 高２ 少年女子A ２００ｍ 個人メドレー ８位 1

平成１５年 （2003年） 静岡 林里奈 高１ 少年女子B １００ｍ バタフライ ２位 7

稲森あゆみ 高３ 少年女子A ２００ｍ 個人メドレー ９位

平成１６年 （2004年） 埼玉 富山貴士 大１ 成年男子 １００ｍ バタフライ ４位 5

林里奈 高２ 少年女子A １００ｍ バタフライ ４位 5

平成１７年 （2005年） 岡山 林里奈 高３ 少年女子A １００ｍ バタフライ 優勝 8

富山貴士 大２ 成年男子 １００ｍ バタフライ ７位 2

﨑村亘 中３ 少年男子A ２００ｍ 平泳ぎ ８位 1

稲森あゆみ 大２ 成年女子 ２００ｍ 個人メドレー ９位

平成１８年 （2006年） 兵庫 0 0

平成１９年 （2007年） 秋田 松井翔吾 中３ 少年男子B ２００ｍ 背泳ぎ ４位 5

富山貴士 大４ 成年男子 １００ｍ バタフライ ６位 3

清水梓帆 中３ 少年女子B １００ｍ 背泳ぎ ８位 1

平成２０年 （2008年） 大分 0 0

平成２１年 （2009年） 新潟 村川諒 高２ 少年男子A ４００ｍ 個人メドレー ７位 2

松村育弥 中３ 少年男子B ２００ｍ 個人メドレー ９位

平成２２年 （2010年） 千葉 村川諒 高３ 少年男子A ４００ｍ 個人メドレー ３位 6

松村育弥 高１ 少年男子B ４００ｍ 自由形 ４位 5

森下美乃里 高１ 少年女子B ５０ｍ 自由形 ８位 1

大橋悠依 中３ 少年女子B ２００ｍ 個人メドレー ８位 1

平成２３年 （2011年） 山口 大橋悠依 高１ 少年女子B １００ｍ 背泳ぎ ３位 6

大橋悠依 高１ 少年女子B ２００ｍ 個人メドレー ４位 5

松村育弥 高２ 少年男子A ４００ｍ 個人メドレー ５位 4

谷健友 中３ 少年男子B ４００ｍ 自由形 ７位 2

平成２４年 （2012年） 岐阜 谷健友 高１ 少年男子B ４００ｍ 自由形 ２位 7

大久保安純 高１ 少年女子B １００ｍ 背泳ぎ ６位 3

大橋悠依 高２ 少年女子A ４００ｍ 個人メドレー ６位 3

森時啓司 高１ 少年男子B ２００ｍ 個人メドレー ７位 2

松村育弥 高３ 少年男子A ４００ｍ 自由形 ８位 1

富山貴士 社会人 成年男子 １００ｍ バタフライ ８位 1

大橋悠依 高２ 少年女子A ２００ｍ 背泳ぎ ８位 1

平成２５年 （2013年） 東京 大橋悠依 高３ 少年女子A ４００ｍ 個人メドレー ５位 4

森時啓司 高２ 少年男子A ４００ｍ 個人メドレー 同着６位 2.5

大久保安純 高２ 少年女子A ２００ｍ 背泳ぎ ７位 2

藤田瑠菜 高１ 少年女子B １００ｍ 背泳ぎ ８位 1

平成２６年 （2014年） 長崎 大橋悠依 大１ 成年女子 ２００ｍ 個人メドレー ２位 7

村川諒 大４ 成年男子 ２００ｍ 個人メドレー ７位 2

森時啓司 高３ 少年男子A ４００ｍ 個人メドレー ８位 1

中村夏樹 高１ 少年男子B １００ｍ 背泳ぎ ８位 1

平成２７年 （２０１５年） 和歌山

平成２８年 （２０１６年） 岩手

平成２９年 （２０１７年） 愛媛

平成３０年 （２０１８年） 福井

平成３１年 （２０１９年） 茨城

平成３２年 （２０２０年） 鹿児島

平成３３年 （２０２１年） 三重

平成３４年 （２０２２年） 栃木

平成３５年 （２０２３年） 佐賀

平成３６年 （２０２４年） 滋賀
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