
競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告（（（（個人競技個人競技個人競技個人競技））））

Page 1第第第第12121212回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 70707070歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11田畑　博行 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ          51.871111   6/ 8/ 5 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 60606060歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11亀田　市郎 ｶﾒﾀﾞ ｲﾁﾛｳ          35.261111   6/ 9/ 5 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 50505050歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11福井有希夫 ﾌｸｲ ﾕｷｵ            29.161111   6/ 9/ 4 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 40404040歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11堀元　栄詞 ﾎﾘﾓﾄ ｴｲｼﾞ          30.081111   6/ 9/ 3 射水市水協

一般  6/11寺脇　英次 ﾃﾗﾜｷ ｴｲｼﾞ          34.282222   6/ 8/ 4 射水市水協

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 30303030歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11堀尾　夏樹 ﾎﾘｵ ﾅﾂｷ            29.101111   6/ 9/ 2 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 一般自由形 一般自由形 一般自由形 一般

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11家倉　広大 ｲｴｸﾗ ｺｳﾀ           38.261111   6/ 8/ 3 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11橋本　大和 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ           33.411111   6/ 7/ 4 大門小

学6  6/11杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ          35.752222   6/ 7/ 3 東明小

学6  6/11七間　耀大 ｼﾁｹﾝ ﾖｳﾀ           37.673333   6/ 6/ 6 大島小

学6  6/11高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ           38.114444   6/ 6/ 3 太閤山小

学6  6/11二口　智成 ﾌﾀｸﾁ ﾄﾓﾅﾘ          38.455555   6/ 7/ 5 東明小

学6  6/11放生　隆晟 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾘｭｳｾｲ       40.736666   6/ 6/ 4 小杉小

学6  6/11佐村木政宗 ｻﾑﾗｷ ﾏｻﾑﾈ          41.497777   6/ 7/ 6 東明小

学6  6/11山本　康貴 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ           47.748888   6/ 6/ 2 中太閤山小

学6  6/11荒井　優生 ｱﾗｲ ﾕｳｾｲ           50.149999   6/ 7/ 2 歌の森小

学6  6/11山田　樹生 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ           51.6710101010   6/ 6/ 5 小杉小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11熊藤　光洋 ｸﾏﾌｼﾞ ﾐﾂﾋﾛ         37.291111   6/ 3/ 5 大門小

学5  6/11今泉　　匠 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ         39.172222   6/ 5/ 4 新湊小

学5  6/11田中　大夢 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾑ            42.393333   6/ 4/ 3 大島小

学5  6/11荒木　陽雄 ｱﾗｷ ﾊﾙﾉﾘ           43.224444   6/ 5/ 3 新湊小

学5  6/11奥山　充智 ｵｸﾔﾏ ﾐﾂﾄﾓ          43.305555   6/ 4/ 4 大門小

学5  6/11大道　悠成 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ        43.746666   6/ 4/ 6 中太閤山小

学5  6/11黒田　來夢 ｸﾛﾀﾞ ﾗｲﾑ           44.607777   6/ 5/ 5 歌の森小

学5  6/11坂野　友洋 ｻｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ           48.228888   6/ 4/ 2 中太閤山小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 6/11)

*印はリレー種目第１泳者の記録または1500m自由形800mにおける正式時間



競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告（（（（個人競技個人競技個人競技個人競技））））

Page 2第第第第12121212回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11愛場　隆智 ｱｲﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ          48.309999   6/ 4/ 5 大島小

学5  6/11吉久　徠翔 ﾖｼﾋｻ ﾗｲﾄ           53.1710101010   6/ 3/ 6 片口小

学5  6/11長永　裕貴 ﾅｶﾞｴ ﾕｳｷ         1:00.7511111111   6/ 5/ 2 歌の森小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11竹内　綾佑 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ         40.991111   6/ 3/ 2 小杉小

学4  6/11石田　蒼空 ｲｼﾀﾞ ｿﾗ            45.132222   6/ 3/ 4 大門小

学4  6/11米田　光輝 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｷ           45.313333   6/ 2/ 3 小杉小

学4  6/11鏡　光太朗 ｶｶﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ         46.734444   6/ 2/ 4 大門小

学4  6/11竹内　裕盛 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ          48.725555   6/ 1/ 6 塚原小

学4  6/11明野　斗貴 ｱｹﾉ ﾊﾙｷ            50.106666   6/ 2/ 2 作道小

学4  6/11古田　智也 ﾌﾙﾀ ﾄﾓﾔ            51.837777   6/ 2/ 5 小杉小

学4  6/11境蓮　來威 ｷｮｳﾚﾝ ﾗｲ           51.888888   6/ 3/ 3 新湊小

学4  6/11山崎　航生 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｾｲ       1:02.369999   6/ 2/ 6 大門小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学3333年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学3  6/11栗林　明希 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ       1:01.731111   6/ 1/ 3 小杉小

学3  6/11高橋　春光 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋ         1:02.212222   6/ 1/ 4 大門小

学2  6/11沖田　陽生 ｵｷﾀ ﾊﾙｷ          1:08.753333   6/ 1/ 2 中太閤山小

学2  6/11中井　健晴 ﾅｶｲ ﾀｹﾊﾙ         1:14.884444   6/ 1/ 5 大島小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 70707070歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11田畑　博行 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ        1:15.291111  18/ 2/ 6 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ           44.021111  18/ 2/ 5 太閤山小

学6  6/11澤田　遥音 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ           50.112222  18/ 2/ 2 大門小

学6  6/11森平　皓揮 ﾓﾘﾋﾗ ｺｳｷ           52.243333   2/ 1/ 4 東明小 *

学6  6/11荒井　優生 ｱﾗｲ ﾕｳｾｲ           55.624444  18/ 2/ 3 歌の森小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11今泉　　匠 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ         44.341111  18/ 1/ 5 新湊小

学5  6/11奥山　充智 ｵｸﾔﾏ ﾐﾂﾄﾓ          53.282222  18/ 1/ 6 大門小

学5  6/11長永　裕貴 ﾅｶﾞｴ ﾕｳｷ         1:00.843333  18/ 1/ 2 歌の森小

学5  6/11坂野　友洋 ｻｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ         1:04.804444  18/ 1/ 4 中太閤山小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11山崎　航生 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｾｲ       1:22.771111  18/ 1/ 3 大門小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 6/11)

*印はリレー種目第１泳者の記録または1500m自由形800mにおける正式時間



競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告（（（（個人競技個人競技個人競技個人競技））））

Page 3第第第第12121212回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 70707070歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11林　　紀正 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾏｻ         1:08.911111  31/ 5/ 4 射水市

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 60606060歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11亀田　市郎 ｶﾒﾀﾞ ｲﾁﾛｳ          46.721111  31/ 6/ 5 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 50505050歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11福井有希夫 ﾌｸｲ ﾕｷｵ            37.371111  31/ 6/ 3 新湊カニかに

一般  6/11吉村　武男 ﾖｼﾑﾗ ﾀｹｵ           40.002222  31/ 6/ 4 いみずSC

一般  6/11西原　裕治 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｼﾞ          44.833333  31/ 5/ 5 射水市水協

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 40404040歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11寺脇　英次 ﾃﾗﾜｷ ｴｲｼﾞ          47.981111  31/ 5/ 3 射水市水協

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 30303030歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11堀尾　夏樹 ﾎﾘｵ ﾅﾂｷ            38.091111  31/ 6/ 2 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11二口　智成 ﾌﾀｸﾁ ﾄﾓﾅﾘ          48.801111  31/ 4/ 4 東明小

学6  6/11佐村木政宗 ｻﾑﾗｷ ﾏｻﾑﾈ          50.042222  31/ 4/ 5 東明小

学6  6/11放生　隆晟 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾘｭｳｾｲ       51.413333  31/ 4/ 6 小杉小

学6  6/11小林　謙信 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ         51.864444  31/ 4/ 3 小杉小

学6  6/11澤田　遥音 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ           53.465555  31/ 3/ 6 大門小

学6  6/11山田　樹生 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ         1:03.086666  31/ 4/ 2 小杉小

学6  6/11笹島颯一郎 ｻｻｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ     1:05.977777  31/ 3/ 5 大門小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11黒田　來夢 ｸﾛﾀﾞ ﾗｲﾑ           51.991111  31/ 3/ 4 歌の森小

学5  6/11愛場　隆智 ｱｲﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ          57.442222  31/ 3/ 3 大島小

学5  6/11大道　悠成 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ        58.083333  31/ 2/ 6 中太閤山小

学5  6/11田中　大夢 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾑ          1:01.124444  31/ 2/ 5 大島小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11林　　剣吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ           55.551111  31/ 1/ 5 作道小

学4  6/11鏡　光太朗 ｶｶﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ         56.232222  31/ 2/ 3 大門小

学4  6/11米田　光輝 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｷ           56.843333  31/ 2/ 4 小杉小

学4  6/11塩谷　紘生 ｼｵﾀﾆ ﾋﾛｷ         1:03.404444  31/ 1/ 4 太閤山小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 6/11)

*印はリレー種目第１泳者の記録または1500m自由形800mにおける正式時間



競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告（（（（個人競技個人競技個人競技個人競技））））

Page 4第第第第12121212回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学3333年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学3  6/11高橋　春光 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋ         1:22.641111  31/ 1/ 3 大門小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 70707070歳代歳代歳代歳代

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11林　　紀正 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾏｻ           57.341111  36/ 2/ 5 射水市

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小学小学小学小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11橋本　大和 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ           37.491111  36/ 2/ 4 大門小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小学小学小学小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11吉久　徠翔 ﾖｼﾋｻ ﾗｲﾄ         1:12.761111  36/ 2/ 3 片口小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小学小学小学小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11林　　剣吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ           47.151111  36/ 1/ 5 作道小

学4  6/11竹内　綾佑 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ         55.622222  36/ 1/ 4 小杉小

学4  6/11明野　斗貴 ｱｹﾉ ﾊﾙｷ          1:06.803333  36/ 1/ 3 作道小

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m 自由形 一般自由形 一般自由形 一般自由形 一般

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11牧田　大毅 ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ           59.301111  10/ 1/ 4 射水市

一般  6/11花塚　拓馬 ﾊﾅﾂｶ ﾀｸﾏ         1:03.692222  10/ 1/ 3 射水市水協

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m 自由形 中学自由形 中学自由形 中学自由形 中学

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

中3  6/11石橋　拓弥 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾔ          57.171111   9/ 1/ 4 小杉中

中3  6/11石田　陸人 ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ         1:00.272222   9/ 1/ 6 大門中

中1  6/11荒木　太賀 ｱﾗｷ ﾀｲｶﾞ         1:03.183333   9/ 1/ 3 大門中

中2  6/11浦山　　晃 ｳﾗﾔﾏ ｺｳ          1:05.174444   9/ 1/ 2 射北中

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11橋本　大和 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ         1:13.511111  27/ 2/ 4 大門小

学6  6/11杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ        1:16.572222  27/ 2/ 5 東明小

学6  6/11高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ         1:26.123333  27/ 1/ 5 太閤山小

学6  6/11佐村木政宗 ｻﾑﾗｷ ﾏｻﾑﾈ        1:32.594444  27/ 2/ 3 東明小

学6  6/11山田　樹生 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ         2:05.975555  27/ 1/ 4 小杉小

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11今泉　　匠 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ       1:28.941111  26/ 1/ 4 新湊小

学5  6/11荒木　陽雄 ｱﾗｷ ﾊﾙﾉﾘ         1:44.292222  26/ 1/ 5 新湊小

学5  6/11坂野　友洋 ｻｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ         1:52.223333  26/ 1/ 3 中太閤山小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 6/11)

*印はリレー種目第１泳者の記録または1500m自由形800mにおける正式時間



競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告（（（（個人競技個人競技個人競技個人競技））））

Page 5第第第第12121212回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11竹内　綾佑 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ       1:31.401111  25/ 1/ 5 小杉小

学4  6/11林　　剣吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ         1:33.172222  25/ 1/ 3 作道小

学4  6/11石田　蒼空 ｲｼﾀﾞ ｿﾗ          1:46.283333  25/ 1/ 4 大門小

学4  6/11明野　斗貴 ｱｹﾉ ﾊﾙｷ          2:01.604444  25/ 1/ 6 作道小

学4  6/11竹内　裕盛 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ        2:03.845555  25/ 1/ 2 塚原小

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 中学中学中学中学

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

中2  6/11堀尾　隼士 ﾎﾘｵ ﾊﾔﾄ          1:07.291111  20/ 1/ 4 新湊南部中

中3  6/11石田　陸人 ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ         1:10.392222  20/ 1/ 5 大門中

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 中学中学中学中学

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

中2  6/11塩路　悠斗 ｼｵｼﾞ ﾊﾙﾄ         1:12.001111  33/ 1/ 4 大門中

中3  6/11三田　拓真 ｻﾝﾃﾞﾝ ﾀｸﾏ        1:45.742222  33/ 1/ 5 大門中

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11澤田　遥音 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ         2:00.021111  16/ 1/ 4 大門小

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11黒田　來夢 ｸﾛﾀﾞ ﾗｲﾑ         1:58.301111  15/ 1/ 2 歌の森小

学5  6/11熊藤　光洋 ｸﾏﾌｼﾞ ﾐﾂﾋﾛ       2:00.622222  15/ 1/ 3 大門小

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 一般一般一般一般

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

一般  6/11花塚　　力 ﾊﾅﾂｶ ﾘｷ          1:16.711111  39/ 1/ 4 射水市水協

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 中学中学中学中学

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

中3  6/11石橋　拓弥 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾔ          59.901111  38/ 1/ 3 小杉中

男子 男子 男子 男子 200200200200m m m m 個人個人個人個人メドレー メドレー メドレー メドレー 中学中学中学中学

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

中2  6/11塩路　悠斗 ｼｵｼﾞ ﾊﾙﾄ         2:27.661111  41/ 1/ 5 大門中

中1  6/11荒木　太賀 ｱﾗｷ ﾀｲｶﾞ         2:34.422222  41/ 1/ 4 大門中

中1  6/11中田　慧一 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ        2:37.633333  41/ 1/ 6 射北中

中2  6/11浦山　　晃 ｳﾗﾔﾏ ｺｳ          2:40.774444  41/ 1/ 3 射北中

男子 男子 男子 男子 200200200200m m m m 個人個人個人個人メドレー メドレー メドレー メドレー 小学小学小学小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ        3:08.211111  41/ 1/ 2 東明小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 6/11)

*印はリレー種目第１泳者の記録または1500m自由形800mにおける正式時間



競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告（（（（個人競技個人競技個人競技個人競技））））

Page 6第第第第12121212回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

男子 男子 男子 男子 400400400400m m m m 自由形 中学自由形 中学自由形 中学自由形 中学

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

中1  6/11中田　慧一 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ        4:39.961111  29/ 1/ 5 射北中

中2  6/11堀尾　隼士 ﾎﾘｵ ﾊﾔﾄ          4:40.272222  29/ 1/ 4 新湊南部中

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11松尾　藍理 ﾏﾂｵ ｱｲﾘ            31.861111   5/ 7/ 6 大島小

学6  6/11松井　千咲 ﾏﾂｲ ﾁｻｷ            34.042222   5/ 7/ 3 太閤山小

学6  6/11白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ            40.163333   5/ 7/ 5 小杉小

学6  6/11黒田　朱華 ｸﾛﾀﾞ ｱｹﾞﾊ          44.904444   5/ 7/ 4 小杉小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ            31.021111   5/ 5/ 4 太閤山小

学5  6/11村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ             31.612222   5/ 4/ 5 堀岡小

学5  6/11鏡　　愛梨 ｶｶﾞﾐ ｱｲﾘ           33.973333   5/ 6/ 4 大門小

学5  6/11中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ           35.414444   5/ 4/ 6 堀岡小

学5  6/11小林明日香 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ          43.185555   5/ 6/ 5 大門小

学5  6/11三尾　結菜 ﾐｵ ﾕｲﾅ             44.926666   5/ 6/ 6 大門小

学5  6/11杉本　　凜 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝ           45.707777   5/ 6/ 3 大門小

学5  6/11笹川　朋楓 ｻｻｶﾜ ﾎﾉｶ           45.958888   5/ 6/ 2 歌の森小

学5  6/11長澤美衣南 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｲﾅ          47.709999   5/ 5/ 6 大島小

学5  6/11中谷　友香 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓｶ           47.7410101010   5/ 5/ 5 太閤山小

学5  6/11平野　真悠 ﾋﾗﾉ ﾏﾕ             48.5211111111   5/ 5/ 3 太閤山小

学5  6/11中川　　結 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｲ           52.7412121212   5/ 7/ 2 東明小

学5  6/11高瀬　心咲 ﾀｶｾ ﾐｻｷ          1:10.8913131313   5/ 5/ 2 作道小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11片林　萩月 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ        35.101111   5/ 3/ 5 片口小

学4  6/11秋元　七海 ｱｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ           42.432222   5/ 3/ 2 中太閤山小

学4  6/11佐村木百華 ｻﾑﾗｷ ﾓﾓｶ           52.483333   5/ 4/ 4 東明小

学4  6/11田中　愛理 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ            53.354444   5/ 4/ 2 大門小

学4  6/11尾山　菜桜 ｵﾔﾏ ﾅｵ             53.405555   5/ 4/ 3 新湊小

学4  6/11稲田　夏恵 ｲﾅﾀﾞ ﾅﾂｴ           59.906666   5/ 3/ 4 小杉小

学4  6/11横井明日香 ﾖｺｲ ｱｽｶ          1:02.517777   5/ 3/ 3 歌の森小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学3333年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学2  6/11高野　絢羽 ﾀｶﾉ ｱﾔﾊ            41.011111   5/ 1/ 4 太閤山小

学2  6/11片林　未空 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾐｸ          45.042222   5/ 1/ 3 片口小

学3  6/11砂田　柚咲 ｽﾅﾀﾞ ﾕｽﾞｷ          59.293333   5/ 2/ 2 中太閤山小

学3  6/11山田　楓乃 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾉ          1:00.184444   5/ 2/ 6 小杉小

学3  6/11向井　　詠 ﾑｶｲ ｳﾀ           1:02.105555   5/ 2/ 3 下村小

学2  6/11境蓮　芽衣 ｷｮｳﾚﾝ ﾒｲ         1:17.346666   5/ 1/ 5 新湊小

学3  6/11中野　紗奈 ﾅｶﾉ ｻﾅ           1:21.937777   5/ 2/ 4 新湊小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 6/11)

*印はリレー種目第１泳者の記録または1500m自由形800mにおける正式時間



競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告（（（（個人競技個人競技個人競技個人競技））））

Page 7第第第第12121212回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11松尾　藍理 ﾏﾂｵ ｱｲﾘ            35.951111  17/ 3/ 4 大島小

学6  6/11下保　侑莉 ｶﾎ ﾕｳﾘ           1:27.442222  17/ 3/ 5 片口小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11池田　芽以 ｲｹﾀﾞ ﾒｲ            47.051111  17/ 3/ 3 片口小

学5  6/11中川　　結 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｲ           57.822222  17/ 3/ 2 東明小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11秋元　七海 ｱｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ           46.721111  17/ 1/ 5 中太閤山小

学4  6/11白石　紗菜 ｼﾗｲｼ ｻﾅ            47.322222  17/ 2/ 5 小杉小

学4  6/11高橋寿珠花 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ          56.133333  17/ 2/ 3 大島小

学4  6/11小林　和歌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶ         1:03.634444  17/ 2/ 4 小杉小

学4  6/11中井　希美 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ         1:04.065555  17/ 1/ 4 大島小

学4  6/11荒井　春妃 ｱﾗｲ ﾊﾙﾋ          1:14.806666  17/ 2/ 2 歌の森小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学3333年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学2  6/11高野　絢羽 ﾀｶﾉ ｱﾔﾊ            50.471111  17/ 1/ 3 太閤山小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ            50.751111  30/ 5/ 6 小杉小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ            37.991111  30/ 4/ 5 太閤山小

学5  6/11中林　茉優 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ          43.722222  30/ 4/ 4 歌の森小

学5  6/11石本　夢音 ｲｼﾓﾄ ﾕﾒﾈ           45.963333  30/ 4/ 2 大島小

学5  6/11杉本　　凜 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝ           51.574444  30/ 5/ 3 大門小

学5  6/11池田　芽以 ｲｹﾀﾞ ﾒｲ            52.775555  30/ 3/ 4 片口小

学5  6/11中谷　友香 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓｶ           54.226666  30/ 4/ 3 太閤山小

学5  6/11武内咲楽煌 ﾀｹｳﾁ ｻｸﾗｺ          55.617777  30/ 5/ 2 大門小

学5  6/11平野　真悠 ﾋﾗﾉ ﾏﾕ             55.708888  30/ 4/ 6 太閤山小

学5  6/11島田　綾乃 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ         1:00.199999  30/ 3/ 6 作道小

学5  6/11森　　和奏 ﾓﾘ ﾜｶﾅ           1:05.5510101010  30/ 3/ 5 作道小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11白石　紗菜 ｼﾗｲｼ ｻﾅ            54.631111  30/ 2/ 6 小杉小

学4  6/11大井　七海 ｵｵｲ ﾅﾅﾐ            57.712222  30/ 2/ 4 大門小

学4  6/11尾山　菜桜 ｵﾔﾏ ﾅｵ           1:00.783333  30/ 3/ 3 新湊小

学4  6/11中井　希美 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ         1:01.854444  30/ 1/ 5 大島小

学4  6/11高橋寿珠花 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ        1:02.135555  30/ 2/ 2 大島小

学4  6/11横井明日香 ﾖｺｲ ｱｽｶ          1:05.546666  30/ 2/ 3 歌の森小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 6/11)

*印はリレー種目第１泳者の記録または1500m自由形800mにおける正式時間



競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告（（（（個人競技個人競技個人競技個人競技））））

Page 8第第第第12121212回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11佐村木百華 ｻﾑﾗｷ ﾓﾓｶ         1:06.167777  30/ 3/ 2 東明小

学4  6/11荒井　春妃 ｱﾗｲ ﾊﾙﾋ          1:19.148888  30/ 2/ 5 歌の森小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学3333年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学2  6/11片林　未空 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾐｸ          56.081111  30/ 1/ 3 片口小

学3  6/11山田　楓乃 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾉ          1:02.962222  30/ 1/ 4 小杉小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小学小学小学小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11松井　千咲 ﾏﾂｲ ﾁｻｷ            38.381111  35/ 2/ 6 太閤山小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小学小学小学小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11石本　夢音 ｲｼﾓﾄ ﾕﾒﾈ           36.391111  35/ 1/ 4 大島小

学5  6/11中林　茉優 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ          39.452222  35/ 1/ 3 歌の森小

学5  6/11鏡　　愛梨 ｶｶﾞﾐ ｱｲﾘ           39.583333  35/ 2/ 4 大門小

学5  6/11三尾　結菜 ﾐｵ ﾕｲﾅ             53.574444  35/ 2/ 5 大門小

学5  6/11武内咲楽煌 ﾀｹｳﾁ ｻｸﾗｺ          55.215555  35/ 1/ 5 大門小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小学小学小学小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11片林　萩月 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ        45.021111  35/ 1/ 2 片口小

女子 女子 女子 女子 100100100100m m m m 自由形 中学自由形 中学自由形 中学自由形 中学

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

中2  6/11松尾　優里 ﾏﾂｵ ﾕｳﾘ          1:03.471111   7/ 1/ 3 大門中

中3  6/11惣名　菜緒 ｿｳﾅ ﾅｵ           1:03.672222   7/ 1/ 6 射北中

中1  6/11笹川　あお ｻｻｶﾜ ｱｵ          1:14.513333   7/ 1/ 4 小杉南中

中3  6/11白石　真菜 ｼﾗｲｼ ﾏﾅ          1:16.604444   7/ 1/ 5 小杉中

女子 女子 女子 女子 100100100100m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11松尾　藍理 ﾏﾂｵ ｱｲﾘ          1:11.261111  24/ 1/ 5 大島小

女子 女子 女子 女子 100100100100m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ           1:11.481111  23/ 1/ 6 堀岡小

学5  6/11鏡　　愛梨 ｶｶﾞﾐ ｱｲﾘ         1:14.282222  23/ 1/ 4 大門小

学5  6/11石本　夢音 ｲｼﾓﾄ ﾕﾒﾈ         1:17.633333  23/ 1/ 5 大島小

学5  6/11中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ         1:19.014444  23/ 1/ 2 堀岡小

女子 女子 女子 女子 100100100100m m m m 自由形 小学自由形 小学自由形 小学自由形 小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11片林　萩月 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ      1:24.521111  22/ 1/ 3 片口小

学4  6/11秋元　七海 ｱｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ         1:39.542222  22/ 1/ 4 中太閤山小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 6/11)

*印はリレー種目第１泳者の記録または1500m自由形800mにおける正式時間



競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告（（（（個人競技個人競技個人競技個人競技））））

Page 9第第第第12121212回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

女子 女子 女子 女子 100100100100m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 中学中学中学中学

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

中3  6/11林　　美羽 ﾊﾔｼ ﾐﾜ           1:13.841111  19/ 1/ 5 大門中

中1  6/11笹川　あお ｻｻｶﾜ ｱｵ          1:25.492222  19/ 1/ 4 小杉南中

女子 女子 女子 女子 100100100100m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学6666年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学6  6/11松井　千咲 ﾏﾂｲ ﾁｻｷ          1:33.781111  13/ 1/ 4 太閤山小

学6  6/11白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ          1:52.482222  13/ 1/ 3 小杉小

女子 女子 女子 女子 100100100100m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ          1:22.921111  12/ 1/ 4 太閤山小

学5  6/11中林　茉優 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ        1:33.632222  12/ 1/ 3 歌の森小

女子 女子 女子 女子 100100100100m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小学小学小学小学4444年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学4  6/11大井　七海 ｵｵｲ ﾅﾅﾐ          2:07.781111  11/ 1/ 4 大門小

学4  6/11高橋寿珠花 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ        2:10.942222  11/ 1/ 3 大島小

女子 女子 女子 女子 200200200200m m m m 個人個人個人個人メドレー メドレー メドレー メドレー 中学中学中学中学

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

中2  6/11松尾　優里 ﾏﾂｵ ﾕｳﾘ          2:32.591111  40/ 2/ 5 大門中

中3  6/11惣名　菜緒 ｿｳﾅ ﾅｵ           2:39.172222  40/ 2/ 2 射北中

中3  6/11林　　美羽 ﾊﾔｼ ﾐﾜ           2:41.883333  40/ 2/ 3 大門中

中3  6/11白石　真菜 ｼﾗｲｼ ﾏﾅ          3:15.664444  40/ 2/ 4 小杉中

女子 女子 女子 女子 200200200200m m m m 個人個人個人個人メドレー メドレー メドレー メドレー 小学小学小学小学5555年年年年

順位  競順位  競順位  競順位  競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名 所所所所　　　　属属属属 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ 樹立日樹立日樹立日樹立日学年学年学年学年

学5  6/11村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ           2:50.091111  40/ 1/ 4 堀岡小

学5  6/11中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ         3:04.312222  40/ 1/ 3 堀岡小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 6/11)

*印はリレー種目第１泳者の記録または1500m自由形800mにおける正式時間



競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告競技会記録報告（（（（リレーリレーリレーリレー競技競技競技競技））））

Page 1第第第第12121212回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

男子 男子 男子 男子 200200200200m m m m メドレーリレー メドレーリレー メドレーリレー メドレーリレー 小学小学小学小学

順位 競順位 競順位 競順位 競////組組組組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名名名名チームチームチームチーム名名名名 記記記記　　　　録録録録フリガナフリガナフリガナフリガナ日水連日水連日水連日水連ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙((((7777桁桁桁桁))))

   52.24   52.24   52.24   52.24森平　皓揮 ﾓﾘﾋﾗ ｺｳｷ        

 3:04.82 3:04.82 3:04.82 3:04.82

1111   2/ 1/ 4 東明小

佐村木政宗 ｻﾑﾗｷ ﾏｻﾑﾈ       

二口　智成 ﾌﾀｸﾁ ﾄﾓﾅﾘ       

杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ       

2017/ 6/11  1:42.66

 2:29.88

   52.24

   50.42

   47.22

   34.94

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 6/11)


