
No1 中学女子400m自由形 《1》 No7 小学・一般女子50m平泳ぎ 《6》

1組 記録 大会記録
備考 1組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 酒井　柚香 女子 中3 城端中 5:19.50 4′38″10 2.

3. 3. 前寺　美郁 女子 小5 福光東部小 :46.10 ′36″90

4. 4. 安達　心乃花 女子 小6 城端小 :46.40 ′36″90

5. 5. 湯浅　彩夢 女子 小6 福光中部小 :49.90 ′36″90

6. 6. 真田　玲子 女子 小5 福光中部小 1:03.00 ′36″90

7. 7.

※No.1・No.2　合同レース

No2 中学男子400m自由形 《2》 No8 小学・一般男子50m平泳ぎ 《7》

1組 記録 大会記録
備考 1組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 2. 中川　智瑛 男子 小3 城端小 1:20.20 ′42″50

3. 3. 二川　真優 男子 小4 福光東部小 :49.80 ′42″50

4. 西川　志築 男子 中3 城端中 4:50.50 4′22″31 4. 伊藤　潤 男子 小6 城端小 :46.20 ′42″50

5. 髙桑　景寿 男子 中3 城端中 4:23.40 4′22″31 5. 野原　拓也 男子 小4 福光東部小 :47.70 ′42″50

6. 石井　海人 男子 中3 福光中 4:13.30 4′22″31 大会新 6.

7. 7.

※No.1・No.2　合同レース

No4 一般男子100m自由形 《3》 No8 小学・一般男子50m平泳ぎ 《8》

1組 記録 大会記録
備考 2組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 田村　篤識 男子 一般 福野 :56.90 1′18″30 大会新 4. 中西　実 男子 40才以上 城端 :40.70 ′41″30 大会新

5. 増井　嘉成 男子 一般 井波 1:19.40 1′18″30 5. 吉田　貴宏 男子 40才以上 福光 :40.60 ′41″30 大会新

6. 6.

7. 7.

No5 中学女子100m平泳ぎ 《4》 No9 中学女子100mバタフライ 《9》

1組 記録 大会記録
備考 1組 記録 大会記録

備考

1. 1. 坂中　萌華 女子 中3 城端中 11:84.0 10:69.0

2. 2.

3. 3.

4. 板橋　結月 女子 中2 福光中 1:16.30 1′18″30 大会新 4.

5. 神田　麗羅 女子 中1 福光中 1:30.60 1′18″30 5.

6. 6.

7. 7.

※No.9・No.10　合同レース

No6 中学・一般男子100m平泳ぎ 《5》 No10中学・一般男子100mバタフライ 《10》

1組 記録 大会記録
備考 1組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 2.

3. 松田　飛鳥 男子 中1 福野中 1:15.60 1′17″10 大会新 3. 西川　志築 男子 中3 城端中 1:13.20 1′02″00

4. 宮本　　樹 男子 中3 城端中 1:10.70 1′17″10 大会新 4. 松田　純 男子 中3 福野中 1:01.90 1′02″00 大会新

5. 石塚　巧真 男子 中3 福野中 1:15.30 1′17″10 大会新 5. 川北　雄大 男子 中3 吉江中 1:05.80 1′02″00

6. 中川　椋介 男子 中2 城端中 1:21.00 1′17″10 6. 中川　椋介 男子 中2 城端中 1:18.70 1′02″00

7. 7.

※No.9・No.10　合同レース



No11小学・一般女子50mバタフライ 《11》

1組 記録 大会記録
備考

1.

2.

3.

4. 宮本　紗寧 女子 小6 城端小 :38.60 ′31″59

5. 中嶋　碧 女子 小2 城端小 :39.80 ′31″59

6.

7.

No12小学・一般男子50mバタフライ 《12》 No15小学・一般女子50m自由形 《16》

1組 記録 大会記録
備考 1組 記録 大会記録

備考

1. 1. 林　咲花 女子 小2 城端小 :53.30 3:00.0

2. 2. 三宅　優衣 女子 小2 城端小 :54.30 ′30″00

3. 野原　拓也 男子 小4 福光東部小 :40.30 ′31″30 3. 長澤　愛奈 女子 小4 福光東部小 :45.50 ′30″00

4. 石井　岳人 男子 小6 福光中部小 :34.40 ′31″30 4. 湯浅　咲渚 女子 小3 福光中部小 :41.80 ′30″00

5. 泉谷　優輔 男子 小4 福野小 :41.30 ′31″30 5. 真田　玲子 女子 小5 福光中部小 :47.10 ′30″00

6. 6. 平田　想奈 女子 小2 城端小 :51.10 ′30″00

7. 7. 広瀬　彩音 女子 小2 城端小 :59.40 ′30″00

No12小学・一般男子50mバタフライ 《13》 No15小学・一般女子50m自由形 《17》

2組 記録 大会記録
備考 2組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 下田　新一 男子 40才以上 福野 :41.00 ′33″20 2. 前寺　美郁 女子 小5 福光東部小 :38.90 ′30″00

3. 五十嵐　健太郎 男子 30才以上 城端 :32.10 ′27″70 3. 湯浅　彩夢 女子 小6 福光中部小 :36.70 ′30″00

4. 中村　康治 男子 30才以上 福野 :31.40 ′27″70 4. 西村　悠花 女子 小6 福野小 :34.70 ′30″00

5. 谷村　正拓 男子 40才以上 城端 :34.10 ′33″20 5. 安達　桜子 女子 小3 城端小 :37.50 ′30″00

6. 中西　実 男子 40才以上 城端 :43.50 ′33″20 6.

7. 7.

No13中学女子100m自由形 《14》 No15小学・一般女子50m自由形 《18》

1組 記録 大会記録
備考 3組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 2.

3. 3. 波多　美稚子 女子 60才以上 福光 :45.00 ′42″50

4. 坂中　萌華 女子 中3 城端中 1:06.70 1′00″60 4. 織田　春枝 女子 50才以上 福光 :40.60 ′39″84

5. 神田　麗羅 女子 中1 福光中 1:08.40 1′00″60 5. 三嶋　初枝 女子 60才以上 城端 :44.60 ′42″50

6. 6.

7. 7.

No14中学男子100m自由形 《15》 No16小学・一般男子50m自由形 《19》

1組 記録 大会記録
備考 1組 記録 大会記録

備考

1. 伊藤　奈希 男子 中1 城端中 11:22.0 5:68.9 1.

2. 酒谷　駿大 男子 中1 福野中 1:07.60 ′56″89 2. 中川　智瑛 男子 小3 城端小 :52.70 ′29″30

3. 高橋　悠貴 男子 中3 吉江中 :58.10 ′56″89 3. 吉﨑　大輝 男子 小2 福光中部小 :50.70 ′29″30

4. 髙桑　景寿 男子 中3 城端中 :55.90 ′56″89 大会新 4. 泉谷　駿輔 男子 小3 福野小 :47.70 ′29″30

5. 石井　海人 男子 中3 福光中 :56.10 ′56″89 大会新 5. 西田　健将 男子 小4 城端小 :52.80 ′29″30

6. 石崎　颯士 男子 中1 福野中 1:13.40 ′56″89 6. 増井　和哉 男子 小2 井波小 :57.80 ′29″30

7. 7.

10分間休憩



No16小学・一般男子50m自由形 《20》 No18中学・一般男子100m背泳ぎ 《25》

2組 記録 大会記録
備考 1組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 2. 伊藤　奈希 男子 中1 城端中 1:21.20 1′04″59

3. 辻井　真夢 男子 小6 城端小 :43.30 ′29″30 3. 高橋　悠貴 男子 中3 吉江中 1:13.60 1′04″59

4. 谷村　拓海 男子 小4 福光中部小 :39.70 ′29″30 4. 小嵐　　亮 男子 中2 城端中 1:06.10 1′04″59

5. 二川　真優 男子 小4 福光東部小 :40.90 ′29″30 5. 川北　雄大 男子 中3 吉江中 1:08.10 1′04″59

6. 森崎　太陽 男子 小4 城端小 1:04.00 ′29″30 6. 松田　飛鳥 男子 中1 福野中 1:11.50 1′04″59

7. 7.

No16小学・一般男子50m自由形 《21》 No19小学・一般女子50m背泳ぎ 《26》

3組 記録 大会記録
備考 1組 記録 大会記録

備考

1. 伊藤　潤 男子 小6 城端小 :36.70 2:93.0 1.

2. 岩城　幸太郎 男子 小5 福光中部小 :34.20 ′29″30 2.

3. 石井　岳人 男子 小6 福光中部小 :33.30 ′29″30 3. 平田　想奈 女子 小2 城端小 1:00.20 ′34″90

4. 杉浦　柊哉 男子 小6 福光中部小 :33.10 ′29″30 4. 広瀬　彩音 女子 小2 城端小 1:18.90 ′34″90

5. 藤本　優生 男子 小6 福光中部小 :32.50 ′29″30 5. 三宅　優衣 女子 小2 城端小 1:16.30 ′34″90

6. 野原　大輔 男子 小6 福光東部小 :33.40 ′29″30 6.

7. 7.

No16小学・一般男子50m自由形 《22》 No19小学・一般女子50m背泳ぎ 《27》

4組 記録 大会記録
備考 2組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 2. 湯浅　咲渚 女子 小3 福光中部小 :49.70 ′34″90

3. 大谷　康夫 男子 60才以上 福野 1:00.80 ′51″20 3. 安達　桜子 女子 小3 城端小 :43.40 ′34″90

4. 増井　嘉成 男子 一般 井波 :34.20 ′24″90 4. 西村　悠花 女子 小6 福野小 :39.50 ′34″90

5. 初田　満 男子 60才以上 井波 :48.50 ′51″20 大会新 5. 天野　りょう 女子 小6 福光東部小 :43.40 ′34″90

6. 6. 長澤　愛奈 女子 小4 福光東部小 :49.90 ′34″90

7. 7.

No16小学・一般男子50m自由形 《23》 No20小学・一般男子50m背泳ぎ 《28》

5組 記録 大会記録
備考 1組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 谷村　正拓 男子 40才以上 城端 :29.90 ′27″80 2. 泉谷　駿輔 男子 小3 福野小 1:00.40 ′35″90

3. 五十嵐　健太郎 男子 30才以上 城端 :29.80 ′27″30 3. 松居　颯真 男子 小3 福光中部小 :40.70 ′35″90

4. 吉田　圭佑 男子 30才以上 城端 :26.00 ′27″30 大会新 4. 藤本　優生 男子 小6 福光中部小 :37.10 ′35″90

5. 北島　秀人 男子 40才以上 福光 :28.80 ′27″80 5. 岩城　幸太郎 男子 小5 福光中部小 :38.70 ′35″90

6. 杉浦　良佑 男子 一般 福光 :28.70 ′24″90 6. 谷村　拓海 男子 小4 福光中部小 :48.00 ′35″90

7. 7.

No17中学女子100m背泳ぎ 《24》 No20小学・一般男子50m背泳ぎ 《29》

1組 記録 大会記録
備考 2組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 神田　愛夢 女子 中3 福光中 1:08.50 1′09″30 大会新 4. 吉田　圭佑 男子 30才以上 城端 :29.80 ′34″30 大会新

5. 酒井　柚香 女子 中3 城端中 1:20.30 1′09″30 5.

6. 6.

7. 7.



No21小・中・一般女子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 《30》 No22小・中・一般男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 《33》

1組 記録 大会記録
備考 2組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 2. 石崎　颯士 男子 中1 福野中 2:53.40 2′35″36

3. 天野　りょう 女子 小6 福光東部小 3:09.70 2′37″51 3. 小嵐　　亮 男子 中2 城端中 2:31.60 2′35″36 大会新

4. 宮本　紗寧 女子 小6 城端小 3:05.90 2′37″51 4. 松田　純 男子 中3 福野中 2:19.70 2′35″36 大会新

5. 安達　心乃花 女子 小6 城端小 3:02.80 2′37″51 5. 宮本　　樹 男子 中3 城端中 2:19.80 2′35″36 大会新

6. 中嶋　碧 女子 小2 城端小 3:15.70 2′37″51 6. 酒谷　駿大 男子 中1 福野中 2:44.60 2′35″36

7. 7.

No21小・中・一般女子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 《31》 No22小・中・一般男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 《34》

2組 記録 大会記録
備考 3組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 神田　愛夢 女子 中3 福光中 2:28.10 2′27″30 4. 田村　篤識 男子 一般 福野 2:16.00 2′42″70 大会新

5. 板橋　結月 女子 中2 福光中 2:34.70 2′27″30 5.

6. 6.

7. 7.

No22小・中・一般男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 《32》 No24一般男子100m個人メドレー 《35》

1組 記録 大会記録
備考 1組 記録 大会記録

備考

1. 1.

2. 泉谷　優輔 男子 小4 福野小 3:26.50 2′21″40 2.

3. 松居　颯真 男子 小3 福光中部小 3:10.40 2′21″40 3.

4. 杉浦　柊哉 男子 小6 福光中部小 2:52.90 2′21″40 4. 中村　康治 男子 30才以上 福野 1:15.90 1′06″30

5. 野原　大輔 男子 小6 福光東部小 2:54.80 2′21″40 5. 大谷　康夫 男子 60才以上 福野 2:57.10 1′40″10

6. 6.

7. 7.

No25混合200m無差別ﾌﾘ-ﾘﾚｰ 《36》

1組 大会記録
備考 記録

1.

2. ナント　Ｅ 高桑、宮本、神田、長澤、松居 2′02″90

3. ナント　Ｄ 西川、中川、酒井、平田、安達 2′17″40

4. ＩＯＸ　Ｂ 湯浅、湯浅、真田、前寺、天野 2′42″30

5. ナント　Ｃ 小嵐、伊藤、坂中、神田、林 2′18″10

6. 福野 石塚、松田、松田、酒谷、石崎、泉谷、泉谷、西村 2′01″50

7.

No25混合200m無差別ﾌﾘ-ﾘﾚｰ 《37》

1組 大会記録
備考 記録

1.

2. ナント　Ｂ 高桑、松居、中川、板橋、中嶋、安達 2′12″10

3. 南砺水協 谷村、吉田、杉浦、五十嵐、中西、中村、北島、吉田 1′48″90

4. 福光中部小 杉浦、石井、岩城、藤本 2′19″90

5. ナント　Ａ 宮本、伊藤、神田、廣瀬、宮本、三宅 2′25″60

6. ＩＯＸ　Ａ 野原、谷村、二川、野原 2′37″10

7. 田村 田村 2′03″90


