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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 40404040歳歳歳歳

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  8/20寺脇　英次 ﾃﾗﾜｷ ｴｲｼﾞ          15.271111   8/ 9/ 5 射水市水協

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 30303030歳歳歳歳

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  8/20堀尾　夏樹 ﾎﾘｵ ﾅﾂｷ            13.431111   8/ 9/ 4 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小6666

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  8/20竹井　　領 ﾀｹｲ ﾘｮｳ            15.611111   8/ 8/ 4 いみずSC

学6  8/20二口　智成 ﾌﾀｸﾁ ﾄﾓﾅﾘ          15.962222   8/ 7/ 5 東明小

学6  8/20田中　勇海 ﾀﾅｶ ｲｻﾐ            16.013333   8/ 8/ 3 大門小

学6  8/20山本　康貴 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ           19.174444   8/ 7/ 6 中太閤山小

学6  8/20荒井　優生 ｱﾗｲ ﾕｳｾｲ           19.185555   8/ 8/ 5 歌の森小

学6  8/20村田　宏樹 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ            20.496666   8/ 8/ 6 堀岡小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小5555

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  8/20大道　悠成 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ        18.451111   8/ 7/ 4 中太閤山小

学5  8/20奥山　充智 ｵｸﾔﾏ ﾐﾂﾄﾓ          19.172222   8/ 6/ 4 大門小

学5  8/20荒木　陽雄 ｱﾗｷ ﾊﾙﾉﾘ           19.603333   8/ 7/ 3 新湊小

学5  8/20坂野　友洋 ｻｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ           19.634444   8/ 6/ 3 中太閤山小

学5  8/20金　　涼太 ｶﾈ ﾘｮｳﾀ            22.735555   8/ 6/ 5 中太閤山小

学5  8/20高野　　渉 ﾀｶﾉ ﾜﾀﾙ            22.866666   8/ 6/ 6 歌の森小

学5  8/20浦島　羽琉 ｳﾗｼﾏ ﾊﾙ            26.107777   8/ 5/ 6 作道小

学5  8/20田名田遥樹 ﾀﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ           28.098888   8/ 6/ 2 歌の森小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小4444

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  8/20清水　了佑 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾕｳ         19.701111   8/ 4/ 2 歌の森小

学4  8/20石田　蒼空 ｲｼﾀﾞ ｿﾗ            20.122222   8/ 5/ 4 大門小

学4  8/20清武　大智 ｷﾖﾀｹ ﾀﾞｲﾁ          20.973333   8/ 3/ 6 太閤山小

学4  8/20鏡　光太朗 ｶｶﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ         21.164444   8/ 5/ 3 大門小

学4  8/20境蓮　來威 ｷｮｳﾚﾝ ﾗｲ           22.275555   8/ 4/ 4 新湊小

学4  8/20中岡　稜凱 ﾅｶｵｶ ﾘｮｳｶﾞ         22.486666   8/ 4/ 6 小杉小

学4  8/20塩田　琉惟 ｼｵﾀﾞ ﾙｲ            23.137777   8/ 5/ 5 大門小

学4  8/20北川　新祐 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｽｹ         25.208888   8/ 5/ 2 大門小

学4  8/20島田　俊明 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ          25.509999   8/ 4/ 3 下村小

学4  8/20江尻　　菖 ｴｼﾞﾘ ｼｮｳ           25.7410101010   8/ 4/ 5 太閤山小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小3333

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  8/20勝山　斗雅 ｶﾂﾔﾏ ﾄｳﾏ           20.901111   8/ 3/ 4 塚原小

学3  8/20今牧　慧祐 ｲﾏﾏｷ ｹｲｽｹ          23.362222   8/ 3/ 5 小杉小

学3  8/20栗林　明希 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ         24.343333   8/ 3/ 2 小杉小

学3  8/20棚田　武蔵 ﾀﾅﾀﾞ ﾑｻｼ           25.104444   8/ 2/ 4 堀岡小

学3  8/20中谷　喜一 ﾅｶﾀﾆ ｷｲﾁ           25.415555   8/ 3/ 3 作道小

学3  8/20表　　龍希 ｵﾓﾃ ﾘｭｳｷ           27.916666   8/ 2/ 5 大島小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)



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））））
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小3333

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  8/20桶谷　一馬 ｵｹﾀﾆ ｶｽﾞﾏ          28.377777   8/ 2/ 3 大島小

学3  8/20高寺　翔生 ﾀｶﾃﾞﾗ ｶｲ           28.928888   8/ 2/ 6 太閤山小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小2222　　　　　　　　

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  8/20沖田　陽生 ｵｷﾀ ﾊﾙｷ            27.211111   8/ 2/ 2 中太閤山小

学2  8/20金田　凰佑 ｶﾈﾀﾞ ｵｳｽｹ          27.812222   8/ 1/ 5 中太閤山小

学2  8/20柴　　俊太 ｼﾊﾞ ｼｭﾝﾀ           28.193333   8/ 1/ 4 大門小

学2  8/20中井　健晴 ﾅｶｲ ﾀｹﾊﾙ           30.204444   8/ 1/ 6 大島小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小1111

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1  8/20高井　璃士 ﾀｶｲ ﾘﾋﾄ            39.001111   8/ 1/ 3 大島小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 60606060歳歳歳歳

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  8/20中山　耕作 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｻｸ          21.751111  12/ 6/ 5 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 50505050歳歳歳歳

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  8/20伊藤　慎介 ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ           23.561111  12/ 6/ 4 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 40404040歳歳歳歳

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  8/20花塚　博之 ﾊﾅﾂｶ ﾋﾛﾕｷ          24.611111  12/ 6/ 3 射水市水協

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小6666

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  8/20高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ           19.071111  12/ 5/ 4 太閤山小

学6  8/20竹井　　領 ﾀｹｲ ﾘｮｳ            20.212222  12/ 5/ 3 いみずSC

学6  8/20村田　宏樹 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ            24.043333  12/ 5/ 5 堀岡小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小5555

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  8/20今泉　　匠 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ         19.361111  12/ 4/ 5 新湊小

学5  8/20熊藤　光洋 ｸﾏﾌｼﾞ ﾐﾂﾋﾛ         20.852222  12/ 4/ 4 大門小

学5  8/20黒田　來夢 ｸﾛﾀﾞ ﾗｲﾑ           23.803333  12/ 4/ 6 歌の森小

学5  8/20長永　裕貴 ﾅｶﾞｴ ﾕｳｷ           25.274444  12/ 4/ 3 歌の森小

学5  8/20坂野　友洋 ｻｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ           31.005555  12/ 3/ 6 中太閤山小

学5  8/20金　　涼太 ｶﾈ ﾘｮｳﾀ            31.246666  12/ 3/ 5 中太閤山小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小4444

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  8/20鏡　光太朗 ｶｶﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ         24.551111  12/ 3/ 2 大門小

学4  8/20石田　蒼空 ｲｼﾀﾞ ｿﾗ            25.052222  12/ 3/ 4 大門小

学4  8/20吉本　龍生 ﾖｼﾓﾄ ﾘｭｳｷ          27.723333  12/ 2/ 6 中太閤山小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)



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））））
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小4444

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  8/20塩田　琉惟 ｼｵﾀﾞ ﾙｲ            31.714444  12/ 3/ 3 大門小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小3333

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  8/20笹本幸志郎 ｻｻﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ         24.831111  12/ 2/ 4 大門小

学3  8/20中谷　喜一 ﾅｶﾀﾆ ｷｲﾁ           30.682222  12/ 2/ 3 作道小

学3  8/20表　　龍希 ｵﾓﾃ ﾘｭｳｷ           34.013333  12/ 2/ 2 大島小

学3  8/20高寺　翔生 ﾀｶﾃﾞﾗ ｶｲ           34.024444  12/ 1/ 5 太閤山小

学3  8/20桶谷　一馬 ｵｹﾀﾆ ｶｽﾞﾏ          37.185555  12/ 2/ 5 大島小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小2222　　　　　　　　

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  8/20柴　　俊太 ｼﾊﾞ ｼｭﾝﾀ           39.311111  12/ 1/ 4 大門小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小1111

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1  8/20高井　璃士 ﾀｶｲ ﾘﾋﾄ            36.021111  12/ 1/ 3 大島小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 30303030歳歳歳歳

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  8/20堀尾　夏樹 ﾎﾘｵ ﾅﾂｷ            17.271111  10/ 5/ 2 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小6666

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  8/20小林　謙信 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ         23.961111  10/ 5/ 4 小杉小

学6  8/20山本　理公 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ            24.512222  10/ 4/ 6 大門小

学6  8/20大畠　拓真 ｵｵﾊﾞﾀｹ ﾀｸﾏ         26.963333  10/ 5/ 3 大島小

学6  8/20小澤　悠生 ｵｻﾞﾜ ﾕｳ            27.344444  10/ 5/ 6 太閤山小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小5555

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  8/20川東　伊吹 ｶﾜﾋｶﾞｼ ｲﾌﾞｷ        23.161111  10/ 3/ 4 作道小

学5  8/20黒田　來夢 ｸﾛﾀﾞ ﾗｲﾑ           23.292222  10/ 3/ 5 歌の森小

学5  8/20大道　悠成 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ        25.703333  10/ 4/ 2 中太閤山小

学5  8/20薬師　悠太 ﾔｸｼ ﾕｳﾀ            27.454444  10/ 4/ 5 大門小

学5  8/20愛場　隆智 ｱｲﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ          27.495555  10/ 4/ 4 大島小

学5  8/20釣　　稜汰 ﾂﾘ ﾘｮｳﾀ            28.796666  10/ 4/ 3 新湊小

学5  8/20長永　裕貴 ﾅｶﾞｴ ﾕｳｷ           33.167777  10/ 3/ 3 歌の森小

学5  8/20浦島　羽琉 ｳﾗｼﾏ ﾊﾙ            33.178888  10/ 3/ 6 作道小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小4444

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  8/20北川　新祐 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｽｹ         28.731111  10/ 3/ 2 大門小

学4  8/20清武　大智 ｷﾖﾀｹ ﾀﾞｲﾁ          31.362222  10/ 1/ 6 太閤山小

学4  8/20島田　俊明 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ          32.553333  10/ 2/ 4 下村小

学4  8/20北本　　歩 ｷﾀﾓﾄ ｱﾕﾑ           34.944444  10/ 2/ 3 大門小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)
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第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小4444

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  8/20古田　智也 ﾌﾙﾀ ﾄﾓﾔ            35.545555  10/ 2/ 5 小杉小

学4  8/20江尻　　菖 ｴｼﾞﾘ ｼｮｳ           36.416666  10/ 2/ 6 太閤山小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小3333

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  8/20勝山　斗雅 ｶﾂﾔﾏ ﾄｳﾏ           26.741111  10/ 1/ 4 塚原小

学3  8/20勝山　瑛心 ｶﾂﾔﾏ ｴｲｼﾝ          31.092222  10/ 1/ 5 塚原小

学3  8/20高橋　春光 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋ           37.273333  10/ 1/ 3 大門小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小2222　　　　　　　　

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  8/20柴　　俊太 ｼﾊﾞ ｼｭﾝﾀ           37.021111  10/ 1/ 2 大門小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 40404040歳歳歳歳

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  8/20寺脇　英次 ﾃﾗﾜｷ ｴｲｼﾞ          18.621111  14/ 3/ 6 射水市水協

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 20202020歳歳歳歳

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  8/20辻　　駿介 ﾂｼﾞ ｼｭﾝｽｹ          13.491111  14/ 3/ 4 射水市

一般  8/20花塚　　力 ﾊﾅﾂｶ ﾘｸ            14.382222  14/ 3/ 3 射水市水協

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小小小小6666

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  8/20西田　圭志 ﾆｼﾀ ｹｲｼ            23.261111  14/ 2/ 6 歌の森小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小小小小5555

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  8/20奥山　充智 ｵｸﾔﾏ ﾐﾂﾄﾓ          23.931111  14/ 2/ 5 大門小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小小小小4444

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  8/20清水　了佑 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾕｳ         24.101111  14/ 2/ 3 歌の森小

学4  8/20明野　斗貴 ｱｹﾉ ﾊﾙｷ            26.272222  14/ 2/ 4 作道小

学4  8/20吉本　龍生 ﾖｼﾓﾄ ﾘｭｳｷ          28.643333  14/ 1/ 5 中太閤山小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小小小小3333

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  8/20勝山　瑛心 ｶﾂﾔﾏ ｴｲｼﾝ          28.401111  14/ 1/ 4 塚原小

学3  8/20勝山　斗雅 ｶﾂﾔﾏ ﾄｳﾏ           28.582222  14/ 1/ 3 塚原小

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歳歳歳歳

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  8/20堀元　栄詞 ﾎﾘﾓﾄ ｴｲｼﾞ          29.931111   4/ 9/ 5 射水市水協

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

男子 男子 男子 男子 50505050m 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  8/20石田　陸人 ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ           27.891111   4/ 9/ 3 大門中

中2  8/20塩路　悠斗 ｼｵｼﾞ ﾊﾙﾄ           28.052222   4/ 8/ 4 大門中

中2  8/20堀尾　隼士 ﾎﾘｵ ﾊﾔﾄ            28.193333   4/ 8/ 5 新湊南部中

中1  8/20荒木　太賀 ｱﾗｷ ﾀｲｶﾞ           28.834444   4/ 8/ 2 大門中

中2  8/20浦山　　晃 ｳﾗﾔﾏ ｺｳ            29.055555   4/ 8/ 3 射北中

中1  8/20中田　慧一 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ          29.406666   4/ 8/ 6 射北中

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小6666

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  8/20橋本　大和 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ           32.281111   4/ 7/ 4 大門小

学6  8/20杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ          32.752222   4/ 7/ 5 東明小

学6  8/20田中　勇海 ﾀﾅｶ ｲｻﾐ            35.683333   4/ 6/ 6 大門小

学6  8/20七間　耀大 ｼﾁｹﾝ ﾖｳﾀ           38.534444   4/ 7/ 3 大島小

学6  8/20佐村木政宗 ｻﾑﾗｷ ﾏｻﾑﾈ          39.065555   4/ 7/ 6 東明小

学6  8/20西田　圭志 ﾆｼﾀ ｹｲｼ            40.546666   4/ 6/ 4 歌の森小

学6  8/20山本　康貴 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ           44.517777   4/ 6/ 3 中太閤山小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小5555

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  8/20熊藤　光洋 ｸﾏﾌｼﾞ ﾐﾂﾋﾛ         37.541111   4/ 5/ 4 大門小

学5  8/20大道　悠成 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ        41.092222   4/ 5/ 5 中太閤山小

学5  8/20荒木　陽雄 ｱﾗｷ ﾊﾙﾉﾘ           42.693333   4/ 5/ 3 新湊小

学5  8/20坂野　友洋 ｻｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ           46.094444   4/ 5/ 2 中太閤山小

学5  8/20愛場　隆智 ｱｲﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ          47.245555   4/ 5/ 6 大島小

学5  8/20小林　創来 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ           52.176666   4/ 4/ 4 片口小

学5  8/20吉久　徠翔 ﾖｼﾋｻ ﾗｲﾄ           52.607777   4/ 4/ 5 片口小

学5  8/20釣　　稜汰 ﾂﾘ ﾘｮｳﾀ            54.898888   4/ 4/ 6 新湊小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小4444

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  8/20竹内　綾佑 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ         37.261111   4/ 4/ 2 小杉小

学4  8/20林　　剣吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ           40.032222   4/ 4/ 3 作道小

学4  8/20米田　光輝 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｷ           42.043333   4/ 3/ 4 小杉小

学4  8/20石田　蒼空 ｲｼﾀﾞ ｿﾗ            44.194444   4/ 3/ 5 大門小

学4  8/20明野　斗貴 ｱｹﾉ ﾊﾙｷ            48.375555   4/ 3/ 3 作道小

学4  8/20古田　智也 ﾌﾙﾀ ﾄﾓﾔ            52.626666   4/ 3/ 2 小杉小

学4  8/20吉本　龍生 ﾖｼﾓﾄ ﾘｭｳｷ          53.697777   4/ 2/ 3 中太閤山小

学4  8/20塩田　琉惟 ｼｵﾀﾞ ﾙｲ            55.338888   4/ 2/ 5 大門小

学4  8/20島田　俊明 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ          58.079999   4/ 2/ 4 下村小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小3333

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  8/20棚田　武蔵 ﾀﾅﾀﾞ ﾑｻｼ           58.911111   4/ 1/ 3 堀岡小

学3  8/20表　　龍希 ｵﾓﾃ ﾘｭｳｷ           59.162222   4/ 1/ 6 大島小

学3  8/20勝山　瑛心 ｶﾂﾔﾏ ｴｲｼﾝ          59.263333   4/ 2/ 2 塚原小

学3  8/20栗林　明希 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ         59.424444   4/ 1/ 4 小杉小

学3  8/20高橋　春光 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋ         1:02.565555   4/ 1/ 5 大門小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)



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））））
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小2222　　　　　　　　

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  8/20沖田　陽生 ｵｷﾀ ﾊﾙｷ          1:02.771111   4/ 1/ 2 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 70707070歳歳歳歳

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  8/20林　　紀正 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾏｻ           57.451111  20/ 2/ 5 射水市

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 60606060歳歳歳歳

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  8/20中山　耕作 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｻｸ          49.251111  20/ 2/ 4 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 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  8/20石田　陸人 ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ           31.091111  20/ 2/ 2 大門中

中2  8/20堀尾　隼士 ﾎﾘｵ ﾊﾔﾄ            31.682222  20/ 2/ 3 新湊南部中

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小6666

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  8/20高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ           41.961111  20/ 1/ 6 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 小小小小5555

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  8/20今泉　　匠 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ         41.721111  20/ 1/ 5 新湊小

学5  8/20奥山　充智 ｵｸﾔﾏ ﾐﾂﾄﾓ          52.202222  20/ 1/ 4 大門小

学5  8/20長永　裕貴 ﾅｶﾞｴ ﾕｳｷ         1:01.383333  20/ 1/ 3 歌の森小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 70707070歳歳歳歳

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  8/20林　　紀正 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾏｻ         1:03.981111   6/ 5/ 6 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 50505050歳歳歳歳

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  8/20福井有希夫 ﾌｸｲ ﾕｷｵ            36.401111   6/ 5/ 4 新湊カニかに

一般  8/20西原　裕治 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｼﾞ          45.442222   6/ 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 30303030歳歳歳歳

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  8/20堀尾　夏樹 ﾎﾘｵ ﾅﾂｷ            38.141111   6/ 5/ 3 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 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  8/20塩路　悠斗 ｼｵｼﾞ ﾊﾙﾄ           32.951111   6/ 5/ 2 大門中

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小6666

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  8/20橋本　大和 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ           42.701111   6/ 4/ 4 大門小

学6  8/20二口　智成 ﾌﾀｸﾁ ﾄﾓﾅﾘ          46.952222   6/ 4/ 2 東明小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小6666

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  8/20佐村木政宗 ｻﾑﾗｷ ﾏｻﾑﾈ          48.923333   6/ 4/ 5 東明小

学6  8/20小林　謙信 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ         52.044444   6/ 4/ 3 小杉小

学6  8/20山本　理公 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ            52.815555   6/ 4/ 6 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 小小小小5555

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  8/20今泉　　匠 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ         50.371111   6/ 3/ 4 新湊小

学5  8/20黒田　來夢 ｸﾛﾀﾞ ﾗｲﾑ           52.222222   6/ 3/ 3 歌の森小

学5  8/20川東　伊吹 ｶﾜﾋｶﾞｼ ｲﾌﾞｷ        53.893333   6/ 2/ 6 作道小

学5  8/20愛場　隆智 ｱｲﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ          54.444444   6/ 3/ 5 大島小

学5  8/20小林　創来 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ         1:07.945555   6/ 3/ 2 片口小

学5  8/20吉久　徠翔 ﾖｼﾋｻ ﾗｲﾄ         1:14.356666   6/ 3/ 6 片口小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小4444

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  8/20竹内　綾佑 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ         55.041111   6/ 2/ 4 小杉小

学4  8/20米田　光輝 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｷ           55.182222   6/ 2/ 5 小杉小

学4  8/20鏡　光太朗 ｶｶﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ         57.873333   6/ 2/ 3 大門小

学4  8/20北川　新祐 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｽｹ       1:00.404444   6/ 1/ 4 大門小

学4  8/20中岡　稜凱 ﾅｶｵｶ ﾘｮｳｶﾞ       1:12.085555   6/ 1/ 5 小杉小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小3333

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  8/20高橋　春光 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋ         1:19.891111   6/ 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 60606060歳歳歳歳

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  8/20亀田　市郎 ｶﾒﾀﾞ ｲﾁﾛｳ          41.191111  22/ 3/ 6 新湊カニかに

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 20202020歳歳歳歳

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  8/20辻　　駿介 ﾂｼﾞ ｼｭﾝｽｹ          28.391111  22/ 3/ 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 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  8/20堀尾　隼士 ﾎﾘｵ ﾊﾔﾄ            31.171111  22/ 3/ 4 新湊南部中

中2  8/20塩路　悠斗 ｼｵｼﾞ ﾊﾙﾄ           31.452222  22/ 3/ 3 大門中

中1  8/20荒木　太賀 ｱﾗｷ ﾀｲｶﾞ           31.803333  22/ 2/ 5 大門中

中1  8/20中田　慧一 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ          32.704444  22/ 2/ 6 射北中

中2  8/20浦山　　晃 ｳﾗﾔﾏ ｺｳ            34.985555  22/ 3/ 2 射北中

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 小小小小6666

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  8/20橋本　大和 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ           36.311111  22/ 2/ 3 大門小

学6  8/20杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ          41.212222  22/ 2/ 4 東明小

学6  8/20二口　智成 ﾌﾀｸﾁ ﾄﾓﾅﾘ          42.463333  22/ 1/ 5 東明小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)



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））））
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

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 小小小小5555

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  8/20吉久　徠翔 ﾖｼﾋｻ ﾗｲﾄ         1:03.691111  22/ 1/ 4 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 小小小小4444

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  8/20林　　剣吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ           50.201111  22/ 1/ 3 作道小

男子 男子 男子 男子 100100100100m 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 70707070歳歳歳歳

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  8/20林　　紀正 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾏｻ         2:05.471111  18/ 3/ 6 射水市

男子 男子 男子 男子 100100100100m 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 40404040歳歳歳歳

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  8/20寺脇　英次 ﾃﾗﾜｷ ｴｲｼﾞ        1:41.141111  18/ 3/ 5 射水市水協

男子 男子 男子 男子 100100100100m 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1  8/20荒木　太賀 ｱﾗｷ ﾀｲｶﾞ         1:11.871111  18/ 3/ 2 大門中

中1  8/20中田　慧一 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ        1:12.922222  18/ 3/ 3 射北中

中2  8/20浦山　　晃 ｳﾗﾔﾏ ｺｳ          1:15.693333  18/ 3/ 4 射北中

男子 男子 男子 男子 100100100100m 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 小小小小6666

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  8/20杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ        1:25.781111  18/ 2/ 3 東明小

学6  8/20高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ         1:30.682222  18/ 2/ 5 太閤山小

学6  8/20佐村木政宗 ｻﾑﾗｷ ﾏｻﾑﾈ        1:36.923333  18/ 2/ 4 東明小

学6  8/20大畠　拓真 ｵｵﾊﾞﾀｹ ﾀｸﾏ       2:08.554444  18/ 2/ 6 大島小

男子 男子 男子 男子 100100100100m 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 小小小小5555

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  8/20熊藤　光洋 ｸﾏﾌｼﾞ ﾐﾂﾋﾛ       1:40.991111  18/ 2/ 2 大門小

男子 男子 男子 男子 100100100100m 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 小小小小4444

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  8/20竹内　綾佑 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ       1:36.431111  18/ 1/ 4 小杉小

学4  8/20林　　剣吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ         1:46.012222  18/ 1/ 5 作道小

学4  8/20明野　斗貴 ｱｹﾉ ﾊﾙｷ          2:11.343333  18/ 1/ 3 作道小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 50505050歳歳歳歳

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  8/20島倉美千代 ｼﾏｸﾗ ﾐﾁﾖ           28.081111   7/ 9/ 2 新湊カニかに

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 40404040歳歳歳歳

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  8/20中野　章子 ﾅｶﾉ ｱｷｺ            27.631111   7/ 9/ 3 新湊カニかに

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)



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））））
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小6666

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  8/20角波詩緒莉 ｶｸﾅﾐ ｼｵﾘ           18.261111   7/ 9/ 5 金山小

学6  8/20江川　莉央 ｴｶﾞﾜ ﾘｵ            19.392222   7/ 9/ 6 小杉小

学6  8/20黒田　朱華 ｸﾛﾀﾞ ｱｹﾞﾊ          20.453333   7/ 8/ 6 小杉小

学6  8/20中村　理紗 ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ            23.704444   7/ 9/ 4 小杉小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小5555

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  8/20鏡　　愛梨 ｶｶﾞﾐ ｱｲﾘ           15.571111   7/ 8/ 4 大門小

学5  8/20中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ           16.272222   7/ 8/ 3 堀岡小

学5  8/20笹川　朋楓 ｻｻｶﾜ ﾎﾉｶ           19.803333   7/ 8/ 5 歌の森小

学5  8/20高野　　遥 ﾀｶﾉ ﾊﾙｶ            20.574444   7/ 8/ 2 歌の森小

学5  8/20玉島　果怜 ﾀﾏｼﾏ ｶﾚﾝ           21.125555   7/ 7/ 5 塚原小

学5  8/20高沢　璃咲 ﾀｶｻﾞﾜ ﾘｻ           21.676666   7/ 7/ 4 新湊小

学5  8/20中川　　結 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｲ           22.297777   7/ 7/ 2 東明小

学5  8/20高林　　響 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ        22.718888   7/ 7/ 6 東明小

学5  8/20池田　莉穏 ｲｹﾀﾞ ﾘｵﾝ           26.489999   7/ 7/ 3 東明小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小4444

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  8/20秋元　七海 ｱｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ           18.291111   7/ 6/ 5 中太閤山小

学4  8/20高橋寿珠花 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ          20.032222   7/ 6/ 4 大島小

学4  8/20正保　悠良 ｼｮｳﾎﾞ ﾕﾗ           21.783333   7/ 6/ 6 太閤山小

学4  8/20尾山　菜桜 ｵﾔﾏ ﾅｵ             22.224444   7/ 6/ 2 新湊小

学4  8/20田中　愛理 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ            22.655555   7/ 5/ 6 大門小

学4  8/20中井　希美 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ           22.826666   7/ 5/ 5 大島小

学4  8/20藤川　未悠 ﾌｼﾞｶﾜ ﾐﾕ           23.277777   7/ 6/ 3 中太閤山小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小3333

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  8/20高沢　朱里 ﾀｶｻﾞﾜ ｱｶﾘ          22.071111   7/ 5/ 2 新湊小

学3  8/20笠原　麻衣 ｶｻﾊﾗ ﾏｲ            22.382222   7/ 5/ 3 大島小

学3  8/20砂田　柚咲 ｽﾅﾀﾞﾕｽﾞｷ           23.143333   7/ 4/ 6 中太閤山小

学3  8/20奥山　奈央 ｵｸﾔﾏ ﾅｵ            23.444444   7/ 5/ 4 大門小

学3  8/20向井　　詠 ﾑｶｲ ｳﾀ             24.755555   7/ 4/ 2 下村小

学3  8/20織田あやめ ｵﾀﾞ ｱﾔﾒ            25.936666   7/ 3/ 5 堀岡小

学3  8/20松本　汐生 ﾏﾂﾓﾄ ｼｲ            26.217777   7/ 4/ 5 大島小

学3  8/20宮本　桃夏 ﾐﾔﾓﾄ ﾓﾓｶ           27.068888   7/ 3/ 4 新湊小

学3  8/20中野　紗奈 ﾅｶﾉ ｻﾅ             27.999999   7/ 3/ 3 新湊小

学3  8/20長永　結菜 ﾅｶﾞｴ ﾕｲﾅ           29.2510101010   7/ 3/ 2 歌の森小

学3  8/20熊藤　成美 ｸﾏﾌｼﾞ ﾅﾙﾐ          29.8911111111   7/ 4/ 3 大門小

学3  8/20三上　美菜 ﾐｶﾐ ﾐﾅ             34.4012121212   7/ 3/ 6 新湊小

学3  8/20杉浦　　舞 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｲ           35.6613131313   7/ 2/ 5 東明小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小2222

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  8/20高野　絢羽 ﾀｶﾉ ｱﾔﾊ            19.201111   7/ 2/ 3 太閤山小

学2  8/20吉本　愛未 ﾖｼﾓﾄ ｱﾐ            27.872222   7/ 2/ 4 中太閤山小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)



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））））
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小2222

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  8/20境蓮　芽衣 ｷｮｳﾚﾝ ﾒｲ           28.113333   7/ 1/ 4 新湊小

学2  8/20牧　　陽向 ﾏｷ ﾋﾅﾀ             33.144444   7/ 1/ 3 歌の森小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 50505050歳歳歳歳

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  8/20島倉美千代 ｼﾏｸﾗ ﾐﾁﾖ           35.271111  11/ 6/ 4 新湊カニかに

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 40404040歳歳歳歳

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  8/20伊藤　美香 ｲﾄｳ ﾐｶ             25.081111  11/ 6/ 3 新湊カニかに

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小5555

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  8/20中林　茉優 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ          20.531111  11/ 5/ 4 歌の森小

学5  8/20中川　　結 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｲ           23.322222  11/ 5/ 6 東明小

学5  8/20高林　　響 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ        24.803333  11/ 5/ 2 東明小

学5  8/20村田　結香 ﾑﾗﾀ ﾕｲｶ            24.874444  11/ 5/ 5 堀岡小

学5  8/20高野　　葵 ﾀｶﾉ ｱｵｲ            25.465555  11/ 5/ 3 歌の森小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小4444

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  8/20片林　萩月 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ        19.831111  11/ 4/ 5 片口小

学4  8/20白石　紗菜 ｼﾗｲｼ ｻﾅ            21.142222  11/ 4/ 6 小杉小

学4  8/20秋元　七海 ｱｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ           21.243333  11/ 4/ 4 中太閤山小

学4  8/20島倉　日和 ｼﾏｸﾗ ﾋﾖﾘ           25.094444  11/ 4/ 3 片口小

学4  8/20井山千彩都 ｲﾔﾏ ﾁｻﾄ            28.235555  11/ 3/ 5 大島小

学4  8/20荒井　春妃 ｱﾗｲ ﾊﾙﾋ            29.386666  11/ 3/ 6 歌の森小

学4  8/20小林　和歌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶ           29.487777  11/ 3/ 4 小杉小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小3333

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  8/20奥山　奈央 ｵｸﾔﾏ ﾅｵ            27.271111  11/ 3/ 3 大門小

学3  8/20宮本　桃夏 ﾐﾔﾓﾄ ﾓﾓｶ           28.872222  11/ 2/ 2 新湊小

学3  8/20織田あやめ ｵﾀﾞ ｱﾔﾒ            29.753333  11/ 2/ 3 堀岡小

学3  8/20長永　結菜 ﾅｶﾞｴ ﾕｲﾅ           32.534444  11/ 2/ 5 歌の森小

学3  8/20砂田　柚咲 ｽﾅﾀﾞﾕｽﾞｷ           34.345555  11/ 1/ 6 中太閤山小

学3  8/20中野　紗奈 ﾅｶﾉ ｻﾅ             37.676666  11/ 2/ 6 新湊小

学3  8/20熊藤　成美 ｸﾏﾌｼﾞ ﾅﾙﾐ          39.557777  11/ 1/ 5 大門小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小2222

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  8/20片林　未空 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾐｸ          22.631111  11/ 1/ 3 片口小

学2  8/20吉本　愛未 ﾖｼﾓﾄ ｱﾐ            32.782222  11/ 1/ 4 中太閤山小

学2  8/20牧　　陽向 ﾏｷ ﾋﾅﾀ             39.333333  11/ 1/ 2 歌の森小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 50505050歳歳歳歳

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  8/20島倉美千代 ｼﾏｸﾗ ﾐﾁﾖ           48.951111   9/ 6/ 5 新湊カニかに

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 40404040歳歳歳歳

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  8/20葡萄原真理 ﾌﾞﾄﾞｳﾊﾗ ﾏﾘ         28.261111   9/ 6/ 4 射水市

一般  8/20中野　章子 ﾅｶﾉ ｱｷｺ            32.392222   9/ 6/ 3 新湊カニかに

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小6666

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  8/20松井　千咲 ﾏﾂｲ ﾁｻｷ            19.881111   9/ 5/ 4 太閤山小

学6  8/20北川　菜都 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅﾂ           23.122222   9/ 5/ 5 大門小

学6  8/20白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ            23.353333   9/ 5/ 3 小杉小

学6  8/20黒田　朱華 ｸﾛﾀﾞ ｱｹﾞﾊ          28.144444   9/ 4/ 5 小杉小

学6  8/20江川　莉央 ｴｶﾞﾜ ﾘｵ            29.015555   9/ 4/ 6 小杉小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小5555

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  8/20中林　茉優 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ          20.061111   9/ 4/ 4 歌の森小

学5  8/20中谷　友香 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓｶ           26.672222   9/ 4/ 3 太閤山小

学5  8/20高野　　葵 ﾀｶﾉ ｱｵｲ            27.993333   9/ 3/ 6 歌の森小

学5  8/20高沢　璃咲 ﾀｶｻﾞﾜ ﾘｻ           28.634444   9/ 3/ 5 新湊小

学5  8/20笹川　朋楓 ｻｻｶﾜ ﾎﾉｶ           30.785555   9/ 3/ 4 歌の森小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小4444

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  8/20大井　七海 ｵｵｲ ﾅﾅﾐ            26.811111   9/ 3/ 3 大門小

学4  8/20青山　琴子 ｱｵﾔﾏ ｺﾄｺ           31.932222   9/ 2/ 3 大門小

学4  8/20小林　和歌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶ           32.393333   9/ 3/ 2 小杉小

学4  8/20正保　悠良 ｼｮｳﾎﾞ ﾕﾗ           33.084444   9/ 2/ 4 太閤山小

学4  8/20田中　愛理 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ            33.825555   9/ 2/ 6 大門小

学4  8/20砂田　心美 ｽﾅﾀﾞ ｺｺﾐ           37.216666   9/ 2/ 5 大島小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小3333

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  8/20高沢　朱里 ﾀｶｻﾞﾜ ｱｶﾘ          28.261111   9/ 2/ 2 新湊小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小2222

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  8/20片林　未空 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾐｸ          25.431111   9/ 1/ 4 片口小

学2  8/20吉本　愛未 ﾖｼﾓﾄ ｱﾐ            34.662222   9/ 1/ 5 中太閤山小

学2  8/20後藤　志歩 ｺﾞﾄｳ ｼﾎ            41.343333   9/ 1/ 3 大門小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 50505050歳歳歳歳

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  8/20吉山　尋子 ﾖｼﾔﾏ ﾋﾛｺ           24.971111  13/ 4/ 5 射水市水協

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 20202020歳歳歳歳

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  8/20辻　　絢音 ﾂｼﾞ ｱﾔﾈ            18.251111  13/ 4/ 4 射水市

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小小小小6666

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  8/20白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ            21.201111  13/ 3/ 6 小杉小

学6  8/20角波詩緒莉 ｶｸﾅﾐ ｼｵﾘ           21.572222  13/ 3/ 5 金山小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小小小小5555

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  8/20村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ             15.471111  13/ 3/ 3 堀岡小

学5  8/20鏡　　愛梨 ｶｶﾞﾐ ｱｲﾘ           17.302222  13/ 3/ 4 大門小

学5  8/20池田　芽以 ｲｹﾀﾞ ﾒｲ            22.683333  13/ 2/ 6 片口小

学5  8/20野上沙也香 ﾉｶﾞﾐ ｻﾔｶ           22.744444  13/ 2/ 5 放生津小

学5  8/20中谷　友香 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓｶ           26.085555  13/ 3/ 2 太閤山小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小小小小4444

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  8/20片林　萩月 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ        18.481111  13/ 2/ 4 片口小

学4  8/20荒井　春妃 ｱﾗｲ ﾊﾙﾋ            47.582222  13/ 2/ 3 歌の森小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ 小小小小3333

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  8/20笠原　麻衣 ｶｻﾊﾗ ﾏｲ            28.471111  13/ 1/ 5 大島小

学3  8/20宮川　理帆 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘﾎ           29.702222  13/ 1/ 3 堀岡小

学3  8/20高沢　朱里 ﾀｶｻﾞﾜ ｱｶﾘ          30.003333  13/ 1/ 4 新湊小

女子 女子 女子 女子 50505050m 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  8/20惣名　菜緒 ｿｳﾅ ﾅｵ             29.191111   3/ 5/ 5 射北中

中2  8/20松尾　優里 ﾏﾂｵ ﾕｳﾘ            29.642222   3/ 5/ 4 大門中

中1  8/20笹川　あお ｻｻｶﾜ ｱｵ            33.823333   3/ 5/ 3 小杉南中

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小6666

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  8/20松井　千咲 ﾏﾂｲ ﾁｻｷ            33.971111   3/ 4/ 5 太閤山小

学6  8/20角波詩緒莉 ｶｸﾅﾐ ｼｵﾘ           38.822222   3/ 4/ 6 金山小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小5555

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  8/20高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ            30.911111   3/ 3/ 5 太閤山小

学5  8/20中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ           34.312222   3/ 3/ 6 堀岡小

学5  8/20高野　　遥 ﾀｶﾉ ﾊﾙｶ            42.523333   3/ 3/ 4 歌の森小

学5  8/20笹川　朋楓 ｻｻｶﾜ ﾎﾉｶ           44.544444   3/ 4/ 4 歌の森小

学5  8/20村田　結香 ﾑﾗﾀ ﾕｲｶ            51.785555   3/ 4/ 3 堀岡小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)



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））））
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小4444

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  8/20片林　萩月 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ        36.191111   3/ 3/ 3 片口小

学4  8/20島倉　日和 ｼﾏｸﾗ ﾋﾖﾘ           48.362222   3/ 3/ 2 片口小

学4  8/20井山千彩都 ｲﾔﾏ ﾁｻﾄ            50.263333   3/ 2/ 6 大島小

学4  8/20佐村木百華 ｻﾑﾗｷ ﾓﾓｶ           52.124444   3/ 2/ 5 東明小

学4  8/20狩野　瑞乃 ｶﾘﾉ ﾐｽﾞﾉ           56.775555   3/ 2/ 2 作道小

学4  8/20砂田　心美 ｽﾅﾀﾞ ｺｺﾐ         1:00.956666   3/ 2/ 4 大島小

学4  8/20四日　美羽 ﾖｯｶ ﾐｳ           1:09.047777   3/ 2/ 3 大島小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小3333

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  8/20宮川　理帆 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘﾎ           51.831111   3/ 1/ 5 堀岡小

学3  8/20砂田　柚咲 ｽﾅﾀﾞﾕｽﾞｷ           53.242222   3/ 1/ 4 中太閤山小

学3  8/20向井　　詠 ﾑｶｲ ｳﾀ             54.113333   3/ 1/ 6 下村小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 自由形 小自由形 小自由形 小自由形 小2222

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  8/20高野　絢羽 ﾀｶﾉ ｱﾔﾊ            41.181111   3/ 1/ 3 太閤山小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 20202020歳歳歳歳

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  8/20辻　　絢音 ﾂｼﾞ ｱﾔﾈ            39.141111  19/ 4/ 6 射水市

女子 女子 女子 女子 50505050m 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  8/20林　　美羽 ﾊﾔｼ ﾐﾜ             34.021111  19/ 4/ 4 大門中

中3  8/20惣名　菜緒 ｿｳﾅ ﾅｵ             35.242222  19/ 4/ 3 射北中

中1  8/20笹川　あお ｻｻｶﾜ ｱｵ            40.003333  19/ 4/ 5 小杉南中

中3  8/20白石　真菜 ｼﾗｲｼ ﾏﾅ            40.044444  19/ 4/ 2 小杉中

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小6666

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  8/20松尾　藍理 ﾏﾂｵ ｱｲﾘ            34.461111  19/ 3/ 6 大島小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小5555

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  8/20高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ            36.481111  19/ 3/ 4 太閤山小

学5  8/20野上沙也香 ﾉｶﾞﾐ ｻﾔｶ           47.272222  19/ 3/ 5 放生津小

学5  8/20池田　芽以 ｲｹﾀﾞ ﾒｲ            47.913333  19/ 3/ 3 片口小

学5  8/20中川　　結 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｲ           52.704444  19/ 2/ 6 東明小

学5  8/20村田　結香 ﾑﾗﾀ ﾕｲｶ          1:01.515555  19/ 3/ 2 堀岡小

学5  8/20池田　莉穏 ｲｹﾀﾞ ﾘｵﾝ         1:06.876666  19/ 2/ 5 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 小小小小4444

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  8/20秋元　七海 ｱｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ           45.861111  19/ 2/ 3 中太閤山小

学4  8/20白石　紗菜 ｼﾗｲｼ ｻﾅ            46.772222  19/ 2/ 4 小杉小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)



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 14

（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小4444

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  8/20佐村木百華 ｻﾑﾗｷ ﾓﾓｶ           56.823333  19/ 1/ 5 東明小

学4  8/20小林　和歌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶ         1:09.694444  19/ 2/ 2 小杉小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小2222

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  8/20高野　絢羽 ﾀｶﾉ ｱﾔﾊ            45.351111  19/ 1/ 3 太閤山小

学2  8/20片林　未空 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾐｸ          47.212222  19/ 1/ 4 片口小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 50505050歳歳歳歳

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  8/20岡田　弘美 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ           58.841111   5/ 5/ 2 新湊カニかに

女子 女子 女子 女子 50505050m 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  8/20松尾　優里 ﾏﾂｵ ﾕｳﾘ            37.501111   5/ 5/ 5 大門中

中3  8/20白石　真菜 ｼﾗｲｼ ﾏﾅ            43.762222   5/ 5/ 6 小杉中

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小6666

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  8/20松尾　藍理 ﾏﾂｵ ｱｲﾘ            41.441111   5/ 5/ 4 大島小

学6  8/20北川　菜都 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅﾂ           48.992222   5/ 5/ 3 大門小

学6  8/20白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ            49.813333   5/ 4/ 5 小杉小

学6  8/20朽木　晴菜 ｸﾁｷ ﾊﾅ             55.704444   5/ 4/ 6 堀岡小

学6  8/20田中　星良 ﾀﾅｶ ｾｲﾗ            59.175555   5/ 4/ 4 堀岡小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小5555

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  8/20高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ            38.541111   5/ 4/ 3 太閤山小

学5  8/20中林　茉優 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ          41.832222   5/ 4/ 2 歌の森小

学5  8/20村田　真優 ﾑﾗﾀ ﾏﾋﾛ          1:16.533333   5/ 3/ 6 塚原小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小4444

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  8/20高橋寿珠花 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ          50.661111   5/ 3/ 5 大島小

学4  8/20白石　紗菜 ｼﾗｲｼ ｻﾅ            52.752222   5/ 3/ 4 小杉小

学4  8/20大井　七海 ｵｵｲ ﾅﾅﾐ            54.893333   5/ 3/ 3 大門小

学4  8/20尾山　菜桜 ｵﾔﾏ ﾅｵ           1:00.154444   5/ 3/ 2 新湊小

学4  8/20中井　希美 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ         1:02.205555   5/ 2/ 6 大島小

学4  8/20佐村木百華 ｻﾑﾗｷ ﾓﾓｶ         1:04.416666   5/ 2/ 3 東明小

学4  8/20井山千彩都 ｲﾔﾏ ﾁｻﾄ          1:06.127777   5/ 2/ 4 大島小

学4  8/20青山　琴子 ｱｵﾔﾏ ｺﾄｺ         1:08.258888   5/ 2/ 5 大門小

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小3333

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  8/20笠原　麻衣 ｶｻﾊﾗ ﾏｲ          1:01.001111   5/ 1/ 5 大島小

学3  8/20宮川　理帆 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘﾎ         1:06.902222   5/ 1/ 4 堀岡小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)



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））））
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（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

女子 女子 女子 女子 50505050m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 小小小小2222

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  8/20後藤　志歩 ｺﾞﾄｳ ｼﾎ          1:29.551111   5/ 1/ 3 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 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  8/20松尾　優里 ﾏﾂｵ ﾕｳﾘ            32.891111  21/ 1/ 5 大門中

中3  8/20林　　美羽 ﾊﾔｼ ﾐﾜ             33.652222  21/ 1/ 6 大門中

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 小小小小6666

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  8/20松尾　藍理 ﾏﾂｵ ｱｲﾘ            34.291111  21/ 1/ 4 大島小

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 小小小小5555

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  8/20村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ             33.901111  21/ 1/ 3 堀岡小

女子 女子 女子 女子 100100100100m 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3  8/20惣名　菜緒 ｿｳﾅ ﾅｵ           1:13.231111  17/ 3/ 4 射北中

中3  8/20林　　美羽 ﾊﾔｼ ﾐﾜ           1:15.402222  17/ 3/ 5 大門中

中3  8/20白石　真菜 ｼﾗｲｼ ﾏﾅ          1:24.433333  17/ 3/ 3 小杉中

中1  8/20笹川　あお ｻｻｶﾜ ｱｵ          1:26.544444  17/ 3/ 6 小杉南中

女子 女子 女子 女子 100100100100m 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 小小小小6666

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  8/20松井　千咲 ﾏﾂｲ ﾁｻｷ          1:22.491111  17/ 2/ 3 太閤山小

女子 女子 女子 女子 100100100100m 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 小小小小5555

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  8/20村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ           1:16.841111  17/ 2/ 5 堀岡小

学5  8/20中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ         1:23.412222  17/ 2/ 4 堀岡小

学5  8/20鏡　　愛梨 ｶｶﾞﾐ ｱｲﾘ         1:24.103333  17/ 2/ 6 大門小

学5  8/20高野　　遥 ﾀｶﾉ ﾊﾙｶ          1:53.804444  17/ 1/ 5 歌の森小

女子 女子 女子 女子 100100100100m 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 小小小小4444

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  8/20高橋寿珠花 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ        1:42.891111  17/ 1/ 4 大島小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)



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

（999位まで）

第第第第16161616回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2017201720172017

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m リレー リレー リレー リレー 120120120120～～～～159159159159

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((((12121212桁桁桁桁))))

花塚　博之 ﾊﾅﾂｶ ﾋﾛﾕｷ       

   58.46   58.46   58.46   58.46

1111  24/ 1/ 5 射水市水協Ｂ

堀元　栄詞 ﾎﾘﾓﾄ ｴｲｼﾞ       

堀尾　夏樹 ﾎﾘｵ ﾅﾂｷ         

花塚　　力 ﾊﾅﾂｶ ﾘｸ         

2017/ 8/20    33.02   33.02

   25.44

男子 男子 男子 男子 100100100100m m m m リレー リレー リレー リレー 160160160160～～～～199199199199

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((((12121212桁桁桁桁))))

伊藤　慎介 ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ        

   59.47   59.47   59.47   59.47

1111  24/ 1/ 4 射水市水協Ａ

亀田　市郎 ｶﾒﾀﾞ ｲﾁﾛｳ       

福井有希夫 ﾌｸｲ ﾕｷｵ         

福井　勇人 ﾌｸｲ ﾕｳﾄ         

2017/ 8/20    32.47   32.47

   27.00

女子 女子 女子 女子 100100100100m m m m リレー リレー リレー 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((((12121212桁桁桁桁))))

高野　絢羽 ﾀｶﾉ ｱﾔﾊ         

 1:10.44 1:10.44 1:10.44 1:10.44

1111  23/ 1/ 3 太閤山小

中谷　友香 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓｶ        

高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ         

松井　千咲 ﾏﾂｲ ﾁｻｷ         

2017/ 8/20    40.32   40.32

   30.12

田中　星良 ﾀﾅｶ ｾｲﾗ         

 1:12.53 1:12.53 1:12.53 1:12.53

2222  23/ 1/ 4 堀岡小

朽木　晴菜 ｸﾁｷ ﾊﾅ          

村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ          

中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ        

2017/ 8/20    42.76   42.76

   29.77

黒田　朱華 ｸﾛﾀﾞ ｱｹﾞﾊ       

 1:23.26 1:23.26 1:23.26 1:23.26

3333  23/ 1/ 5 小杉小

中村　理紗 ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ         

白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ         

江川　莉央 ｴｶﾞﾜ ﾘｵ         

2017/ 8/20    44.74   44.74

   38.52

女子 女子 女子 女子 100100100100m 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((((12121212桁桁桁桁))))

高野　絢羽 ﾀｶﾉ ｱﾔﾊ         

 1:19.65 1:19.65 1:19.65 1:19.65

1111   1/ 1/ 6 太閤山小

中谷　友香 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓｶ        

松井　千咲 ﾏﾂｲ ﾁｻｷ         

高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ         

2017/ 8/20    48.23   48.23

   31.42

田中　星良 ﾀﾅｶ ｾｲﾗ         

 1:20.35 1:20.35 1:20.35 1:20.35

2222   1/ 1/ 4 堀岡小

中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ        

村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ          

朽木　晴菜 ｸﾁｷ ﾊﾅ          

2017/ 8/20    44.43   44.43

   35.92

池田　芽以 ｲｹﾀﾞ ﾒｲ         

 1:23.48 1:23.48 1:23.48 1:23.48

3333   1/ 1/ 5 片口小

片林　未空 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾐｸ       

片林　萩月 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ     

島倉　日和 ｼﾏｸﾗ ﾋﾖﾘ        

2017/ 8/20    45.84   45.84

   37.64

女子 女子 女子 女子 100100100100m 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 200200200200～～～～239239239239

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((((12121212桁桁桁桁))))

伊藤　美香 ｲﾄｳ ﾐｶ          

 1:44.05 1:44.05 1:44.05 1:44.05

1111   1/ 1/ 2 射水市水協Ａ

岡田　弘美 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ        

吉山　尋子 ﾖｼﾔﾏ ﾋﾛｺ        

島倉美千代 ｼﾏｸﾗ ﾐﾁﾖ        

2017/ 8/20    51.42   51.42

   52.63

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2017/ 8/20)


