
市民体育大会　大会結果

区分① 性別 距離種目 着順 氏名 学校名/住所 記録 備考
小学 男子 50 平泳ぎ 1 齊田　陽仁 福光南部小 ′44″88 大会新
小学 男子 50 平泳ぎ 2 石井　海人 福光中部小 ′57″34
小学 男子 50 平泳ぎ 3 高橋　悠貴 福光東部小 ′59″20
小学 男子 50 平泳ぎ 4 梅本　陸矢 福光東部小 1′03″34
小学 男子 50 バタフライ 1 松田　純 福野小 ′36″78
小学 男子 50 バタフライ 2 齊田　陽仁 福光南部小 ′39″96
小学 男子 50 バタフライ 3 川北　雄大 福光東部小 ′44″90
小学 男子 50 自由形 1 山田　浩輔 福光中部小 ′34″40
小学 男子 50 自由形 2 安達　直生 城端小 ′35″50
小学 男子 50 自由形 3 石井　海人 福光中部小 ′40″25
小学 男子 50 自由形 4 高橋　悠貴 福光東部小 ′44″56
小学 男子 50 自由形 5 梅本　陸矢 福光東部小 ′45″90
小学 男子 50 自由形 6 小嵐　亮 城端小 ′46″80
小学 男子 50 自由形 7 横井　魁斗 城端小 ′52″30
小学 男子 50 自由形 8 向井　神太郎 福光東部小 1′00″83
小学 男子 50 自由形 9 中谷　友哉 城端小 1′07″81
小学 男子 50 自由形 10 内河　聖也 城端小 棄権
小学 男子 50 背泳ぎ 1 山田　浩輔 福光中部小 ′39″56
小学 男子 50 背泳ぎ 2 安達　直生 城端小 ′40″41
小学 男子 50 背泳ぎ 3 川北　雄大 福光東部小 ′47″10
小学 男子 200 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 1 松田　純 福野小 2′53″71
小学 女子 50 平泳ぎ 1 橋場　有那 福光東部小 ′43″60
小学 女子 50 平泳ぎ 2 田丸　紗良 福野小 ′44″05
小学 女子 50 平泳ぎ 3 河合　萌々子 福光中部小 ′44″69
小学 女子 50 平泳ぎ 4 堀川　恵 城端小 ′45″42
小学 女子 50 平泳ぎ 5 竹田　紗帆 福光東部小 ′45″62
小学 女子 50 平泳ぎ 6 板橋　結月 福光中部小 ′45″80
小学 女子 50 平泳ぎ 7 小俣　友里 福光中部小 ′47″24
小学 女子 50 平泳ぎ 8 神田　麗羅 福光中部小 1′03″28
小学 女子 50 バタフライ 1 松居　千能 福光中部小 ′31″59 大会新
小学 女子 50 バタフライ 2 神田　愛夢 福光中部小 ′40″90
小学 女子 50 バタフライ 3 板橋　結月 福光中部小 ′41″40
小学 女子 50 バタフライ 4 小林　空 福光中部小 ′42″45
小学 女子 50 バタフライ 5 中川　優衣 福光南部小 ′56″65
小学 女子 50 自由形 1 梅本　葵 福光東部小 ′31″16
小学 女子 50 自由形 2 橋場　有那 福光東部小 ′32″88
小学 女子 50 自由形 3 成川　弥怜 福光東部小 ′34″39
小学 女子 50 自由形 4 田丸　紗良 福野小 ′34″70
小学 女子 50 自由形 5 湯浅　未羽 福光中部小 ′36″44
小学 女子 50 自由形 6 小俣　友里 福光中部小 ′36″92
小学 女子 50 自由形 7 小林　空 福光中部小 ′37″18
小学 女子 50 自由形 8 柏川　優奈 城端小 ′37″64
小学 女子 50 自由形 9 草塩　はな 城端小 ′42″80
小学 女子 50 自由形 10 長尾　理十子 城端小 ′46″98
小学 女子 50 自由形 11 天野　楓 城端小 ′49″42
小学 女子 50 自由形 12 中川　優衣 福光南部小 ′49″43
小学 女子 50 自由形 13 奥野　鈴袈 福光南部小 ′58″10
小学 女子 50 背泳ぎ 1 神田　愛夢 福光中部小 ′39″90
小学 女子 50 背泳ぎ 2 山田　莉沙 福光中部小 ′40″21
小学 女子 50 背泳ぎ 3 成川　弥怜 福光東部小 ′41″00
小学 女子 50 背泳ぎ 4 湯浅　未羽 福光中部小 ′42″05
小学 女子 50 背泳ぎ 5 河合　萌々子 福光中部小 ′43″09
小学 女子 50 背泳ぎ 6 堀川　恵 城端小 ′44″19
小学 女子 50 背泳ぎ 7 柏川　優奈 城端小 ′44″49
小学 女子 50 背泳ぎ 8 神田　麗羅 福光中部小 ′54″20
小学 女子 50 背泳ぎ 9 草塩　はな 城端小 1′00″40
小学 女子 200 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 1 松居　千能 福光中部小 2′37″51 大会新
小学 女子 200 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 2 梅本　葵 福光東部小 2′42″90 大会新
小学 女子 200 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 3 山田　莉沙 福光中部小 3′01″48
小学 女子 200 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 4 竹田　紗帆 福光東部小 3′08″20
中学 男子 400 自由形 1 大西　貴之 福光中 4′22″56
中学 男子 400 自由形 2 松居　海知 福光中 4′28″73



中学 男子 100 平泳ぎ 1 朝日　翔太 城端中 1′25″90 大会新
中学 男子 100 平泳ぎ 2 北島　瑞貴 城端中 1′29″49 大会新
中学 男子 100 平泳ぎ 3 宮本　愛士 城端中 1′33″92
中学 男子 100 平泳ぎ 4 中川　裕介 城端中 1′34″60
中学 男子 100 バタフライ 1 樋口　　琢巳 城端中 1′02″92
中学 男子 100 バタフライ 2 堀川　智成 城端中 1′34″99
中学 男子 100 自由形 1 樋口　　琢巳 城端中 1′00″24
中学 男子 100 自由形 2 川北　大祐 吉江中 1′09″04
中学 男子 100 自由形 3 堀川　智成 城端中 1′21″30
中学 男子 100 自由形 4 宮本　愛士 城端中 1′21″48
中学 男子 100 自由形 5 中川　稜太 城端中 1′24″72
中学 男子 100 自由形 6 坂東　裕斗 城端中 1′26″92
中学 男子 100 自由形 7 中川　裕介 城端中 1′34″80
中学 男子 100 背泳ぎ 1 大西　貴之 福光中 1′04″59 大会新
中学 男子 100 背泳ぎ 2 松居　海知 福光中 1′09″40 大会新
中学 男子 100 背泳ぎ 3 宮本　和知 城端中 1′14″34 大会新
中学 男子 100 背泳ぎ 4 北島　瑞貴 城端中 1′21″50
中学 男子 100 背泳ぎ 5 中川　稜太 城端中 1′34″45
中学 男子 100 背泳ぎ 6 坂東　裕斗 城端中 1′38″35
中学 男子 200 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 1 朝日　翔太 城端中 2′44″64
中学 男子 200 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 2 川北　大祐 吉江中 2′47″30
中学 男子 200 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 3 宮本　和知 城端中 2′49″18
中学 女子 100 平泳ぎ 1 土居　香奈子 福光中 1′32″80
中学 女子 100 平泳ぎ 2 広瀬　舞子 吉江中 1′34″46
中学 女子 100 平泳ぎ 3 小嵐　菜摘 城端中 1′35″49
中学 女子 100 平泳ぎ 4 樋口　　玲 城端中 1′37″08
中学 女子 100 平泳ぎ 5 山下　真凛 城端中 1′41″43
中学 女子 100 バタフライ 1 法野　滉子 福光中 1′14″75
中学 女子 100 バタフライ 2 武田　絵里菜 福光中 1′26″11
中学 女子 100 自由形 1 西能　櫻 福野中 1′02″43
中学 女子 100 自由形 2 板橋　美柚 福光中 1′05″90
中学 女子 100 自由形 3 中町　淑乃 吉江中 1′06″84
中学 女子 100 自由形 4 土居　香奈子 福光中 1′11″40
中学 女子 100 自由形 5 樋口　　玲 城端中 1′18″38
中学 女子 100 自由形 6 小嵐　菜摘 城端中 1′24″80
中学 女子 100 自由形 7 山下　真凛 城端中 1′25″15
中学 女子 100 背泳ぎ 1 板橋　美柚 福光中 1′13″87
中学 女子 100 背泳ぎ 2 広瀬　奏子 吉江中 1′15″18
中学 女子 100 背泳ぎ 3 武田　絵里菜 福光中 1′22″10
中学 女子 200 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 1 中町　淑乃 吉江中 2′45″11
中学 女子 200 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 2 法野　滉子 福光中 2′48″39
中学 女子 200 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 3 広瀬　舞子 吉江中 2′54″50



30才以上 男子 50 平泳ぎ 1 藤井　紀人 城端 ′42″06
30才以上 男子 50 バタフライ 1 谷村　正拓 福光 ′34″10
30才以上 男子 50 自由形 1 北島　秀人 福光 ′27″55
30才以上 男子 50 自由形 2 谷村　正拓 福光 ′29″50
30才以上 男子 50 背泳ぎ 1 北島　秀人 福光 ′39″74
30才以上 女子 50 自由形 1 須田　裕子 井波 ′35″60
40才以上 男子 50 平泳ぎ 1 中川　孝信 城端 棄権
40才以上 男子 50 バタフライ 1 大西　裕之 福光 ′35″67
40才以上 男子 50 自由形 1 大村　元 城端 ′31″40
40才以上 女子 50 自由形 2 山﨑　康子 福光 ′39″87
40才以上 女子 50 背泳ぎ 1 山﨑　康子 福光 ′48″70 大会新
50才以上 男子 50 平泳ぎ 1 森田　猛 福光 ′44″11
50才以上 男子 50 バタフライ 1 加藤　孝明 福光 ′42″88
50才以上 男子 50 自由形 1 大橋　司 福光 ′31″42 大会新
50才以上 男子 50 自由形 2 森田　猛 福光 ′33″40
50才以上 男子 50 自由形 3 加藤　孝明 福光 ′35″91
50才以上 男子 50 背泳ぎ 1 大橋　司 福光 ′43″40
50才以上 女子 50 平泳ぎ 1 南　成子 井波 ′55″14
50才以上 女子 50 自由形 1 南　成子 井波 ′41″90
50才以上 女子 50 自由形 2 波多　美稚子 福光 ′43″48


