
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18181818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2019201920192019

 50 50 50 50m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 

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  8/18高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ            28.561111  18/ 1/ 5 小杉中 *

中1  8/18村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ             29.302222  18/ 1/ 4 射北中 *

 50 50 50 50m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 

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  8/18中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ           36.121111  16/ 1/ 4 射北中 *

 50 50 50 50m m m m 背泳背泳背泳背泳ぎ ぎ ぎ ぎ 

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  8/18高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ           32.881111  16/ 1/ 5 小杉中 *

男子 男子 男子 男子 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  8/18竹内　昭夫 ﾀｹｳﾁ ｱｷｵ           23.711111   6/ 9/ 6 海竜ＳＳ

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  8/18家倉　広大 ｲｴｸﾗ ｺｳﾀ           17.121111   6/ 9/ 5 新湊カニかに

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 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  8/18牧田　大毅 ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ           12.531111   6/ 9/ 4 射水市水協

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  8/18林　　剣吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ           15.971111   6/ 9/ 2 作道小

学6  8/18明野　斗貴 ｱｹﾉ ﾊﾙｷ            16.162222   6/ 9/ 3 作道小

学6  8/18境蓮　來威 ｷｮｳﾚﾝ ﾗｲ           17.713333   6/ 8/ 5 新湊小

学6  8/18北本　　歩 ｷﾀﾓﾄ ｱﾕﾑ           18.304444   6/ 8/ 6 大門小

学6  8/18塩田　琉惟 ｼｵﾀﾞ ﾙｲ            19.975555   6/ 7/ 3 大門小

学6  8/18山峯　修二 ﾔﾏﾐﾈ ｼｭｳｼﾞ         20.606666   6/ 7/ 6 作道小

学6  8/18花木　寿成 ﾊﾅｷ ｶｽﾞﾅﾘ          22.357777   6/ 8/ 4 作道小

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  8/18勝山　　樹 ｶﾂﾔﾏ ｲﾂｷ           21.131111   6/ 8/ 3 塚原小

学5  8/18森田　暖都 ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ            22.172222   6/ 8/ 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  8/18中波虎大郎 ﾅｶﾅﾐ ｺﾀﾛｳ          18.961111   6/ 7/ 2 金山小

学4  8/18穴田　浩暉 ｱﾅﾀﾞ ﾋﾛｷ           19.562222   6/ 6/ 4 新湊小

学4  8/18原田　瑛士 ﾊﾗﾀﾞ ｴｲｼ           19.843333   6/ 7/ 4 東明小

学4  8/18佐伯　龍一 ｻｴｷ ﾘｭｳｲﾁ          21.144444   6/ 5/ 4 歌の森小

学4  8/18高松　篤生 ﾀｶﾏﾂ ｱﾂｵ           21.735555   6/ 5/ 6 歌の森小

学4  8/18澤井　悠太 ｻﾜｲ ﾊﾙﾄ            22.676666   6/ 6/ 3 小杉小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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18181818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2019201920192019

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  8/18笹川　昊雅 ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｶﾞ         22.787777   6/ 1/ 6 歌の森小

学4  8/18紺野　瑞貴 ｺﾝﾉ ﾐｽﾞｷ           24.208888   6/ 6/ 6 太閤山小

学4  8/18堀川朔太郎 ﾎﾘｶﾜ ｻｸﾀﾛｳ         24.239999   6/ 6/ 2 太閤山小

学4  8/18山田　　蓮 ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾝ            27.6410101010   6/ 5/ 3 中太閤山小

学4  8/18出本　　一 ﾃﾞﾓﾄ ｲﾁ            27.7711111111   6/ 5/ 5 中太閤山小

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  8/18荒井　颯大 ｱﾗｲ ｿｳﾀﾞｲ          20.691111   6/ 5/ 2 歌の森小

学3  8/18石川　圭佑 ｲｼｶﾜ ｹｲｽｹ          21.152222   6/ 4/ 4 小杉小

学3  8/18竹内　大空 ﾀｹｳﾁ ﾄｱ            23.253333   6/ 4/ 5 東明小

学3  8/18宮納　颯汰 ﾐﾔﾉｳ ｿｳﾀ           23.994444   6/ 4/ 6 塚原小

学3  8/18古城　璃空 ﾌﾙｼﾛ ﾘｸ            26.305555   6/ 3/ 3 歌の森小

学3  8/18狩野　佑太 ｶﾘﾉ ﾕｳﾀ            29.386666   6/ 3/ 6 作道小

学3  8/18尚和　奏汰 ｼｮｳﾜ ｿｳﾀ           30.677777   6/ 3/ 4 塚原小

学3  8/18鷲山　太陽 ﾜｼﾔﾏ ﾀｲﾖｳ          32.008888   6/ 4/ 2 小杉小

学3  8/18般若　太志 ﾊﾝﾆｬ ﾀｲｼ           32.639999   6/ 3/ 5 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  8/18秋元　孝太 ｱｷﾓﾄ ｺｳﾀ           24.581111   6/ 3/ 2 中太閤山小

学2  8/18若林　　拓 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ          27.502222   6/ 2/ 3 下村小

学2  8/18江川　悠成 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ          29.183333   6/ 1/ 5 片口小

学2  8/18黒田　悠真 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾏ           30.464444   6/ 2/ 4 歌の森小

学2  8/18加登　大貴 ｶﾄ ﾋﾛｷ             30.695555   6/ 2/ 5 下村小

学2  8/18佐村木隆之介 ｻﾑﾗｷ ﾘｭｳﾉｽｹ        34.506666   6/ 2/ 6 東明小

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  8/18林　　旭希 ﾊﾔｼ ｱｻｷ            33.521111   6/ 1/ 4 下村小

学1  8/18沖田　　樹 ｵｷﾀ ｲﾂｷ            37.782222   6/ 1/ 3 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  8/18笹本幸志郎 ｻｻﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ         24.011111  10/ 4/ 6 大門小

学5  8/18花木　優介 ﾊﾅｷ ﾕｳｽｹ           25.912222  10/ 4/ 4 作道小

学5  8/18般若　武琉 ﾊﾝﾆｬ ﾀｹﾙ           28.603333  10/ 4/ 5 歌の森小

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  8/18二塚　星杜 ﾌﾀﾂﾞｶ ｾｲﾄ          23.681111  10/ 3/ 6 東明小

学4  8/18高見　奏真 ﾀｶﾐ ｿｳﾏ            25.612222  10/ 3/ 5 歌の森小

学4  8/18佐伯　龍一 ｻｴｷ ﾘｭｳｲﾁ          26.593333  10/ 4/ 2 歌の森小

学4  8/18澤井　悠太 ｻﾜｲ ﾊﾙﾄ            28.984444  10/ 4/ 3 小杉小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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18181818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2019201920192019

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  8/18竹内　大空 ﾀｹｳﾁ ﾄｱ            27.091111  10/ 2/ 6 東明小

学3  8/18石川　圭佑 ｲｼｶﾜ ｹｲｽｹ          27.932222  10/ 3/ 3 小杉小

学3  8/18狩野　佑太 ｶﾘﾉ ﾕｳﾀ            30.803333  10/ 2/ 3 作道小

学3  8/18尚和　奏汰 ｼｮｳﾜ ｿｳﾀ           32.254444  10/ 3/ 2 塚原小

学3  8/18古城　璃空 ﾌﾙｼﾛ ﾘｸ            32.455555  10/ 2/ 5 歌の森小

学3  8/18般若　太志 ﾊﾝﾆｬ ﾀｲｼ           38.166666  10/ 2/ 4 歌の森小

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  8/18秋元　孝太 ｱｷﾓﾄ ｺｳﾀ           30.231111  10/ 1/ 4 中太閤山小

学2  8/18黒田　悠真 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾏ           33.542222  10/ 2/ 2 歌の森小

学2  8/18若林　　拓 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ          33.883333  10/ 1/ 3 下村小

学2  8/18佐村木隆之介 ｻﾑﾗｷ ﾘｭｳﾉｽｹ        35.994444  10/ 1/ 6 東明小

学2  8/18加登　大貴 ｶﾄ ﾋﾛｷ             46.375555  10/ 1/ 5 下村小

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  8/18沖田　　樹 ｵｷﾀ ｲﾂｷ            40.481111  10/ 1/ 2 中太閤山小

男子 男子 男子 男子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ ぎ ぎ ぎ 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  8/18田畑　博行 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ          29.981111   8/ 5/ 6 射水市水協

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  8/18堀田　朋希 ﾎﾘﾀ ﾄﾓｷ            21.591111   8/ 5/ 4 歌の森小

学6  8/18花木　寿成 ﾊﾅｷ ｶｽﾞﾅﾘ          25.412222   8/ 5/ 5 作道小

学6  8/18新森慎太郎 ｼﾝﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ         27.263333   8/ 5/ 3 歌の森小

学6  8/18山峯　修二 ﾔﾏﾐﾈ ｼｭｳｼﾞ         29.214444   8/ 4/ 2 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  8/18棚田　武蔵 ﾀﾅﾀﾞ ﾑｻｼ           26.131111   8/ 4/ 4 堀岡小

学5  8/18般若　武琉 ﾊﾝﾆｬ ﾀｹﾙ           27.672222   8/ 5/ 2 歌の森小

学5  8/18笹本幸志郎 ｻｻﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ         28.383333   8/ 4/ 6 大門小

学5  8/18森田　暖都 ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ            31.604444   8/ 4/ 5 歌の森小

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  8/18柴　　俊太 ｼﾊﾞ ｼｭﾝﾀ           25.711111   8/ 3/ 5 大門小

学4  8/18原田　瑛士 ﾊﾗﾀﾞ ｴｲｼ           28.352222   8/ 3/ 4 東明小

学4  8/18高松　篤生 ﾀｶﾏﾂ ｱﾂｵ           30.313333   8/ 3/ 6 歌の森小

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  8/18七澤　謙太 ﾅﾅｻﾜ ｹﾝﾀ           28.241111   8/ 2/ 6 大門小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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18181818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2019201920192019

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  8/18荒井　颯大 ｱﾗｲ ｿｳﾀﾞｲ          28.892222   8/ 3/ 3 歌の森小

学3  8/18竹内　大空 ﾀｹｳﾁ ﾄｱ            29.983333   8/ 1/ 5 東明小

学3  8/18鷲山　太陽 ﾜｼﾔﾏ ﾀｲﾖｳ          35.224444   8/ 2/ 4 小杉小

学3  8/18般若　太志 ﾊﾝﾆｬ ﾀｲｼ           37.145555   8/ 2/ 5 歌の森小

学3  8/18宮納　颯汰 ﾐﾔﾉｳ ｿｳﾀ           48.396666   8/ 3/ 2 塚原小

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  8/18江川　悠成 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ          33.041111   8/ 1/ 3 片口小

学2  8/18若林　　拓 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ          40.902222   8/ 1/ 4 下村小

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 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  8/18林　　紀正 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾏｻ           27.381111  12/ 3/ 6 射水市

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 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  8/18家倉　広大 ｲｴｸﾗ ｺｳﾀ           22.431111  12/ 3/ 5 新湊カニかに

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  8/18境蓮　來威 ｷｮｳﾚﾝ ﾗｲ           19.451111  12/ 3/ 3 新湊小

学6  8/18新森慎太郎 ｼﾝﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ         23.742222  12/ 3/ 4 歌の森小

学6  8/18北本　　歩 ｷﾀﾓﾄ ｱﾕﾑ           25.633333  12/ 3/ 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 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  8/18勝山　　樹 ｶﾂﾔﾏ ｲﾂｷ           23.261111  12/ 2/ 6 塚原小

学5  8/18棚田　武蔵 ﾀﾅﾀﾞ ﾑｻｼ           25.752222  12/ 2/ 5 堀岡小

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  8/18村田　伊亮 ﾑﾗﾀ ｲﾁﾛｳ           20.581111  12/ 2/ 3 塚原小

学4  8/18中波虎大郎 ﾅｶﾅﾐ ｺﾀﾛｳ          24.262222  12/ 2/ 4 金山小

学4  8/18佐伯　龍一 ｻｴｷ ﾘｭｳｲﾁ          29.673333  12/ 2/ 2 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  8/18荒井　颯大 ｱﾗｲ ｿｳﾀﾞｲ          24.201111  12/ 1/ 4 歌の森小

学3  8/18七澤　謙太 ﾅﾅｻﾜ ｹﾝﾀ           25.952222  12/ 1/ 3 大門小

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 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  8/18林　　紀正 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾏｻ           48.231111  20/ 7/ 6 射水市

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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18181818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2019201920192019

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  8/18竹内　昭夫 ﾀｹｳﾁ ｱｷｵ           54.651111  20/ 7/ 5 海竜ＳＳ

男子 男子 男子 男子 50505050m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 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  8/18牧田　大毅 ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ           26.501111  20/ 7/ 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 15151515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  8/18堀尾　隼士 ﾎﾘｵ ﾊﾔﾄ            26.691111  20/ 7/ 7 射水市

一般  8/18塩路　悠斗 ｼｵｼﾞ ﾊﾙﾄ           28.152222  20/ 7/ 2 射水市

一般  8/18石田　陸人 ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ           28.193333  20/ 7/ 3 いみずSC

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  8/18荒木　太賀 ｱﾗｷ ﾀｲｶﾞ           26.681111  20/ 6/ 5 大門中

中3  8/18中田　慧一 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ          27.522222  20/ 6/ 4 射北中

中2  8/18杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ          30.213333  20/ 6/ 3 射北中

中1  8/18今泉　　匠 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ         33.344444  20/ 6/ 6 新湊中

中3  8/18山峯　京介 ﾔﾏﾐﾈ ｷｮｳｽｹ         39.065555  20/ 6/ 2 新湊南部中

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  8/18林　　剣吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ           33.811111  20/ 5/ 4 作道小

学6  8/18明野　斗貴 ｱｹﾉ ﾊﾙｷ            35.142222  20/ 5/ 5 作道小

学6  8/18竹島　優斗 ﾀｹｼﾏ ﾕｳﾄ           36.153333  20/ 5/ 6 大門小

学6  8/18堀田　朋希 ﾎﾘﾀ ﾄﾓｷ            36.254444  20/ 5/ 3 歌の森小

学6  8/18境蓮　來威 ｷｮｳﾚﾝ ﾗｲ           37.565555  20/ 5/ 2 新湊小

学6  8/18坂　　侑哩 ｻｶ ﾕｳﾘ             45.596666  20/ 4/ 5 大門小

学6  8/18塩田　琉惟 ｼｵﾀﾞ ﾙｲ            47.677777  20/ 4/ 2 大門小

学6  8/18岸　　凌生 ｷｼ ﾘｮｳｾｲ           54.918888  20/ 4/ 6 大門小

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  8/18三井　稀斗 ﾐﾂｲ ﾏﾅﾄ            42.801111  20/ 4/ 3 歌の森小

学5  8/18森　　高慎 ﾓﾘ ｺｳｼﾝ            53.962222  20/ 4/ 4 歌の森小

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  8/18村田　伊亮 ﾑﾗﾀ ｲﾁﾛｳ           40.611111  20/ 3/ 4 塚原小

学4  8/18酒井颯太郎 ｻｶｲ ｿｳﾀﾛｳ          42.902222  20/ 2/ 4 作道小

学4  8/18原田　瑛士 ﾊﾗﾀﾞ ｴｲｼ           45.273333  20/ 3/ 3 東明小

学4  8/18穴田　浩暉 ｱﾅﾀﾞ ﾋﾛｷ           45.504444  20/ 3/ 2 新湊小

学4  8/18中井　健晴 ﾅｶｲ ﾀｹﾊﾙ           51.575555  20/ 3/ 5 大島小

学4  8/18高松　篤生 ﾀｶﾏﾂ ｱﾂｵ           51.796666  20/ 3/ 6 歌の森小

学4  8/18澤井　悠太 ｻﾜｲ ﾊﾙﾄ          1:02.687777  20/ 2/ 6 小杉小

学4  8/18出本　　一 ﾃﾞﾓﾄ ｲﾁ          1:03.418888  20/ 2/ 5 中太閤山小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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18181818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2019201920192019

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  8/18高井　璃士 ﾀｶｲ ﾘﾋﾄ            41.601111  20/ 2/ 3 大島小

学3  8/18石川　圭佑 ｲｼｶﾜ ｹｲｽｹ          53.142222  20/ 2/ 2 小杉小

学3  8/18宮納　颯汰 ﾐﾔﾉｳ ｿｳﾀ           54.183333  20/ 1/ 6 塚原小

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  8/18水口　勝雄 ﾐｽﾞｸﾁ ﾏｻｵ          53.421111  20/ 1/ 5 歌の森小

学2  8/18秋元　孝太 ｱｷﾓﾄ ｺｳﾀ           55.992222  20/ 1/ 4 中太閤山小

学2  8/18加登　大貴 ｶﾄ ﾋﾛｷ           1:14.643333  20/ 1/ 3 下村小

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  8/18林　　紀正 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾏｻ         1:01.241111  24/ 2/ 6 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 15151515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  8/18堀尾　隼士 ﾎﾘｵ ﾊﾔﾄ            30.831111  24/ 2/ 7 射水市

一般  8/18石田　陸人 ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ           32.762222  24/ 2/ 5 いみずSC

一般  8/18塩路　悠斗 ｼｵｼﾞ ﾊﾙﾄ           34.893333  24/ 2/ 4 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 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  8/18高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ           33.101111  24/ 2/ 2 小杉中

中2  8/18杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ          37.112222  24/ 2/ 3 射北中

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  8/18花木　優介 ﾊﾅｷ ﾕｳｽｹ         1:00.991111  24/ 1/ 6 作道小

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  8/18中波虎大郎 ﾅｶﾅﾐ ｺﾀﾛｳ          50.891111  24/ 1/ 4 金山小

学4  8/18高見　奏真 ﾀｶﾐ ｿｳﾏ            59.252222  24/ 1/ 5 歌の森小

学4  8/18出本　　一 ﾃﾞﾓﾄ ｲﾁ          1:04.973333  24/ 1/ 3 中太閤山小

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  8/18田畑　博行 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ        1:00.791111  22/ 5/ 6 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 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  8/18西原　裕治 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｼﾞ          45.911111  22/ 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 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  8/18佐村木政宗 ｻﾑﾗｷ ﾏｻﾑﾈ          42.571111  22/ 5/ 4 射北中

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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18181818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2019201920192019

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1  8/18今泉　　匠 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ         44.742222  22/ 5/ 3 新湊中

中3  8/18山峯　京介 ﾔﾏﾐﾈ ｷｮｳｽｹ         47.513333  22/ 5/ 2 新湊南部中

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  8/18竹島　優斗 ﾀｹｼﾏ ﾕｳﾄ           48.861111  22/ 4/ 4 大門小

学6  8/18花木　寿成 ﾊﾅｷ ｶｽﾞﾅﾘ          54.092222  22/ 4/ 6 作道小

学6  8/18坂　　侑哩 ｻｶ ﾕｳﾘ             54.873333  22/ 4/ 5 大門小

学6  8/18岸　　凌生 ｷｼ ﾘｮｳｾｲ         1:06.714444  22/ 4/ 3 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  8/18棚田　武蔵 ﾀﾅﾀﾞ ﾑｻｼ           56.351111  22/ 3/ 5 堀岡小

学5  8/18花木　優介 ﾊﾅｷ ﾕｳｽｹ         1:01.062222  22/ 3/ 6 作道小

学5  8/18般若　武琉 ﾊﾝﾆｬ ﾀｹﾙ         1:01.073333  22/ 4/ 2 歌の森小

学5  8/18勝山　　樹 ｶﾂﾔﾏ ｲﾂｷ         1:01.884444  22/ 3/ 3 塚原小

学5  8/18森　　高慎 ﾓﾘ ｺｳｼﾝ          1:17.655555  22/ 3/ 4 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 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  8/18酒井颯太郎 ｻｶｲ ｿｳﾀﾛｳ          56.121111  22/ 1/ 5 作道小

学4  8/18柴　　俊太 ｼﾊﾞ ｼｭﾝﾀ           57.172222  22/ 2/ 6 大門小

学4  8/18沖田　陽生 ｵｷﾀ ﾊﾙｷ          1:02.493333  22/ 2/ 4 中太閤山小

学4  8/18紺野　瑞貴 ｺﾝﾉ ﾐｽﾞｷ         1:05.204444  22/ 2/ 5 太閤山小

学4  8/18二塚　星杜 ﾌﾀﾂﾞｶ ｾｲﾄ        1:07.955555  22/ 1/ 6 東明小

学4  8/18中井　健晴 ﾅｶｲ ﾀｹﾊﾙ         1:08.006666  22/ 3/ 2 大島小

学4  8/18山田　　蓮 ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾝ          1:22.777777  22/ 2/ 2 中太閤山小

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  8/18原田　敬矢 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾔ         1:15.131111  22/ 1/ 4 塚原小

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  8/18水口　勝雄 ﾐｽﾞｸﾁ ﾏｻｵ        1:06.061111  22/ 1/ 3 歌の森小

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 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  8/18荒木　太賀 ｱﾗｷ ﾀｲｶﾞ           28.751111  26/ 2/ 4 大門中

中3  8/18中田　慧一 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ          30.102222  26/ 2/ 5 射北中

中2  8/18高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ           33.663333  26/ 2/ 6 小杉中

中1  8/18今泉　　匠 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ         35.604444  26/ 2/ 3 新湊中

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  8/18林　　剣吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ           36.931111  26/ 1/ 2 作道小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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18181818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2019201920192019

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  8/18三井　稀斗 ﾐﾂｲ ﾏﾅﾄ            52.761111  26/ 1/ 6 歌の森小

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  8/18村田　伊亮 ﾑﾗﾀ ｲﾁﾛｳ           47.551111  26/ 1/ 5 塚原小

学4  8/18沖田　陽生 ｵｷﾀ ﾊﾙｷ          1:00.832222  26/ 1/ 4 中太閤山小

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  8/18高井　璃士 ﾀｶｲ ﾘﾋﾄ            47.051111  26/ 1/ 3 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 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  8/18亀田　市郎 ｶﾒﾀﾞ ｲﾁﾛｳ        1:36.871111  14/ 4/ 6 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 15151515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  8/18堀尾　隼士 ﾎﾘｵ ﾊﾔﾄ          1:04.041111  14/ 4/ 2 射水市

一般  8/18塩路　悠斗 ｼｵｼﾞ ﾊﾙﾄ         1:07.842222  14/ 4/ 4 射水市

一般  8/18石田　陸人 ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ         1:10.493333  14/ 4/ 3 いみずSC

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3  8/18荒木　太賀 ｱﾗｷ ﾀｲｶﾞ         1:06.161111  14/ 3/ 5 大門中

中3  8/18中田　慧一 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ        1:10.162222  14/ 3/ 3 射北中

中2  8/18高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ         1:12.233333  14/ 3/ 4 小杉中

中2  8/18杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ        1:14.914444  14/ 3/ 6 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  8/18明野　斗貴 ｱｹﾉ ﾊﾙｷ          1:31.731111  14/ 2/ 2 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 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  8/18三井　稀斗 ﾐﾂｲ ﾏﾅﾄ          1:48.301111  14/ 2/ 3 歌の森小

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  8/18酒井颯太郎 ｻｶｲ ｿｳﾀﾛｳ        1:52.251111  14/ 2/ 4 作道小

学4  8/18柴　　俊太 ｼﾊﾞ ｼｭﾝﾀ         2:04.302222  14/ 2/ 5 大門小

学4  8/18沖田　陽生 ｵｷﾀ ﾊﾙｷ          2:06.513333  14/ 2/ 6 中太閤山小

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  8/18高井　璃士 ﾀｶｲ ﾘﾋﾄ          1:37.331111  14/ 1/ 5 大島小

学3  8/18七澤　謙太 ﾅﾅｻﾜ ｹﾝﾀ         2:02.802222  14/ 1/ 6 大門小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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18181818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2019201920192019

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  8/18原田　敬矢 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾔ         2:36.363333  14/ 1/ 4 塚原小

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  8/18水口　勝雄 ﾐｽﾞｸﾁ ﾏｻｵ        2:27.381111  14/ 1/ 3 歌の森小

女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 自由形 自由形 自由形 自由形 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  8/18島倉美千代 ｼﾏｸﾗ ﾐﾁﾖ           25.131111   5/ 7/ 6 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 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  8/18岡田　弘美 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ           25.021111   5/ 7/ 5 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 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  8/18樋口　　愛 ﾋｸﾞﾁ ｱｲ            24.531111   5/ 7/ 4 新湊カニかに

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  8/18正保　悠良 ｼｮｳﾎﾞ ﾕﾗ           16.571111   5/ 7/ 2 太閤山小

学6  8/18秋元　七海 ｱｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ           17.192222   5/ 7/ 3 中太閤山小

学6  8/18木村　萌愛 ｷﾑﾗ ﾓﾅ             19.003333   5/ 6/ 5 大門小

学6  8/18勝山　麗来 ｶﾂﾔﾏ ﾚｲﾗ           21.754444   5/ 6/ 4 作道小

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  8/18石川　心暖 ｲｼｶﾜ ｺﾊﾙ           16.261111   5/ 6/ 2 小杉小

学5  8/18笠原　麻衣 ｶｻﾊﾗ ﾏｲ            17.312222   5/ 6/ 3 大島小

学5  8/18渋谷　綾那 ｼﾌﾞﾀﾆ ｱﾔﾅ          18.283333   5/ 5/ 3 新湊小

学5  8/18向山　麗央 ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｵ           18.294444   5/ 5/ 4 塚原小

学5  8/18向井　　詠 ﾑｶｲ ｳﾀ             18.395555   5/ 5/ 5 下村小

学5  8/18宮本　桃夏 ﾐﾔﾓﾄ ﾓﾓｶ           20.766666   5/ 5/ 6 新湊小

学5  8/18福澤　美和 ﾌｸｻﾞﾜ ﾐﾜ           23.637777   5/ 5/ 2 塚原小

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  8/18片林　未空 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾐｸ          16.121111   5/ 4/ 4 片口小

学4  8/18高野　絢羽 ﾀｶﾉ ｱﾔﾊ            16.162222   5/ 4/ 5 太閤山小

学4  8/18境蓮　芽衣 ｷｮｳﾚﾝ ﾒｲ           20.063333   5/ 4/ 6 新湊小

学4  8/18小山千妃呂 ｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ            20.914444   5/ 4/ 2 塚原小

学4  8/18正保穂乃花 ｼｮｳﾎﾞ ﾎﾉｶ          23.645555   5/ 4/ 3 太閤山小

学4  8/18柴田　萌衣 ｼﾊﾞﾀ ﾓｴ            24.016666   5/ 3/ 6 中太閤山小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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 10第第第第18181818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2019201920192019

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  8/18小田あす花 ｵﾀﾞ ｱｽｶ            17.331111   5/ 3/ 3 新湊小

学3  8/18河合　百花 ｶﾜｲ ﾓﾓｶ            23.272222   5/ 2/ 3 大門小

学3  8/18斉藤　　詩 ｻｲﾄｳｻｲ ｳﾀ          24.753333   5/ 2/ 6 大門小

学3  8/18溪　　彩那 ﾀﾆ ｱﾔﾅ             24.854444   5/ 3/ 4 大島小

学3  8/18大垣　まこ ｵｵｶﾞｷ ﾏｺ           26.705555   5/ 2/ 4 太閤山小

学3  8/18池田　実花 ｲｹﾀﾞ ﾐｶ            27.586666   5/ 1/ 3 片口小

学3  8/18森田　彩楓 ﾓﾘﾀ ｱﾔｶ            27.677777   5/ 3/ 2 歌の森小

学3  8/18棚田　芽花 ﾀﾅﾀﾞ ﾒｲｶ           30.258888   5/ 3/ 5 堀岡小

学3  8/18山峯　未来 ﾔﾏﾐﾈ ﾐﾗｲ           30.359999   5/ 1/ 5 作道小

学3  8/18米澤　雅優 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏﾕ           32.8810101010   5/ 2/ 5 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  8/18杓谷　愛琉 ｼｬｸﾀﾆ ｱｲﾙ          29.411111   5/ 1/ 4 塚原小

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  8/18片林　萩月 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ        16.971111   9/ 4/ 5 片口小

学6  8/18島倉　小春 ｼﾏｸﾗ ｺﾊﾙ           24.102222   9/ 4/ 4 片口小

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  8/18宮本　桃夏 ﾐﾔﾓﾄ ﾓﾓｶ           28.521111   9/ 4/ 3 新湊小

学5  8/18島崎　瑚子 ｼﾏｻﾞｷ ｺｺ           28.702222   9/ 3/ 6 下村小

学5  8/18福澤　美和 ﾌｸｻﾞﾜ ﾐﾜ           33.013333   9/ 4/ 2 塚原小

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  8/18片林　未空 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾐｸ          18.921111   9/ 3/ 4 片口小

学4  8/18境蓮　芽衣 ｷｮｳﾚﾝ ﾒｲ           25.262222   9/ 3/ 5 新湊小

学4  8/18正保穂乃花 ｼｮｳﾎﾞ ﾎﾉｶ          33.973333   9/ 3/ 3 太閤山小

学4  8/18柴田　萌衣 ｼﾊﾞﾀ ﾓｴ            34.154444   9/ 3/ 2 中太閤山小

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  8/18溪　　彩那 ﾀﾆ ｱﾔﾅ             30.361111   9/ 2/ 4 大島小

学3  8/18山峯　未来 ﾔﾏﾐﾈ ﾐﾗｲ           33.242222   9/ 1/ 5 作道小

学3  8/18棚田　芽花 ﾀﾅﾀﾞ ﾒｲｶ           34.323333   9/ 2/ 5 堀岡小

学3  8/18池田　実花 ｲｹﾀﾞ ﾐｶ            34.424444   9/ 1/ 4 片口小

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  8/18横山　明咲 ﾖｺﾔﾏ ﾒｲｻ           29.541111   9/ 1/ 3 中太閤山小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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））））
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女子 女子 女子 女子 25252525m m m m 平泳平泳平泳平泳ぎ 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  8/18島倉美千代 ｼﾏｸﾗ ﾐﾁﾖ           44.671111   7/ 4/ 6 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 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  8/18葡萄原真理 ﾌﾞﾄﾞｳﾊﾗ ﾏﾘ         26.291111   7/ 4/ 4 新湊カニかに

一般  8/18岡田　弘美 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ           26.742222   7/ 4/ 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 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  8/18大井　七海 ｵｵｲ ﾅﾅﾐ            19.201111   7/ 4/ 3 大門小

学6  8/18正保　悠良 ｼｮｳﾎﾞ ﾕﾗ           22.622222   7/ 3/ 4 太閤山小

学6  8/18勝山　麗来 ｶﾂﾔﾏ ﾚｲﾗ           24.693333   7/ 3/ 6 作道小

学6  8/18西森　　琴 ﾆｼﾓﾘ ｺﾄ            25.114444   7/ 3/ 3 新湊小

学6  8/18谷内　　雅 ﾔﾁ ﾐﾔﾋﾞ            26.085555   7/ 3/ 5 新湊小

学6  8/18橋本　弥音 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ            26.746666   7/ 4/ 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  8/18渋谷　綾那 ｼﾌﾞﾀﾆ ｱﾔﾅ          25.111111   7/ 3/ 2 新湊小

学5  8/18向山　麗央 ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｵ           28.582222   7/ 2/ 5 塚原小

学5  8/18福澤　美和 ﾌｸｻﾞﾜ ﾐﾜ           29.883333   7/ 2/ 6 塚原小

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  8/18境蓮　芽衣 ｷｮｳﾚﾝ ﾒｲ           28.751111   7/ 2/ 3 新湊小

学4  8/18柴田　萌衣 ｼﾊﾞﾀ ﾓｴ            30.252222   7/ 1/ 5 中太閤山小

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  8/18大垣　まこ ｵｵｶﾞｷ ﾏｺ           31.771111   7/ 1/ 4 太閤山小

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  8/18片田　奈那 ｶﾀﾀﾞ ﾅﾅ            33.801111   7/ 1/ 3 大島小

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  8/18片林　萩月 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ        15.251111  11/ 2/ 4 片口小

学6  8/18秋元　七海 ｱｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ           19.582222  11/ 2/ 5 中太閤山小

学6  8/18谷内　　雅 ﾔﾁ ﾐﾔﾋﾞ            21.093333  11/ 2/ 2 新湊小

学6  8/18橋本　弥音 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ            25.774444  11/ 2/ 6 新湊小

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  8/18福島　乙桃 ﾌｸｼﾏ ｵﾄ            23.901111  11/ 1/ 6 東明小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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））））
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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  8/18小田あす花 ｵﾀﾞ ｱｽｶ            18.721111  11/ 1/ 5 新湊小

学3  8/18三井　彩愛 ﾐﾂｲ ｱﾔﾅ            32.842222  11/ 1/ 4 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  8/18片田　奈那 ｶﾀﾀﾞ ﾅﾅ            33.261111  11/ 1/ 3 大島小

女子 女子 女子 女子 50505050m 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  8/18大場　澄子 ｵｵﾊﾞ ｽﾐｺ           37.601111  19/ 5/ 6 新湊カニかに

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1  8/18高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ            28.411111  19/ 4/ 4 小杉中

中1  8/18村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ             28.922222  19/ 5/ 4 射北中

中1  8/18中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ           31.573333  19/ 5/ 5 射北中

中1  8/18川上　未玲 ｶﾜｶﾐ ﾐﾚｲ           33.894444  19/ 5/ 2 いみずSC

中2  8/18白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ            35.425555  19/ 4/ 5 小杉中

中1  8/18笹川　朋楓 ｻｻｶﾜ ﾎﾉｶ           35.425555  19/ 4/ 6 小杉中

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  8/18島倉　日和 ｼﾏｸﾗ ﾋﾖﾘ           30.891111  19/ 3/ 4 片口小

学6  8/18佐村木百華 ｻﾑﾗｷ ﾓﾓｶ           34.492222  19/ 3/ 6 東明小

学6  8/18高橋寿珠花 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ          34.823333  19/ 4/ 3 大島小

学6  8/18中井　希美 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ           44.164444  19/ 4/ 2 大島小

学6  8/18島倉　小春 ｼﾏｸﾗ ｺﾊﾙ           45.365555  19/ 3/ 5 片口小

学6  8/18渡邊　郁凛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ          48.226666  19/ 3/ 3 片口小

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  8/18石川　心暖 ｲｼｶﾜ ｺﾊﾙ           35.111111  19/ 2/ 5 小杉小

学5  8/18越田　菜央 ｺｼﾀﾞ ﾅｵ            36.412222  19/ 3/ 2 大島小

学5  8/18杉浦　　舞 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｲ           36.553333  19/ 2/ 3 東明小

学5  8/18笠原　麻衣 ｶｻﾊﾗ ﾏｲ            37.494444  19/ 2/ 4 大島小

学5  8/18向山　麗央 ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｵ           41.175555  19/ 2/ 2 塚原小

学5  8/18織田あやめ ｵﾀﾞ ｱﾔﾒ            41.426666  19/ 2/ 6 堀岡小

学5  8/18福島　乙桃 ﾌｸｼﾏ ｵﾄ            44.857777  19/ 1/ 6 東明小

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  8/18高野　絢羽 ﾀｶﾉ ｱﾔﾊ            34.491111  19/ 1/ 5 太閤山小

学4  8/18小山千妃呂 ｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ            45.882222  19/ 1/ 4 塚原小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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 13第第第第18181818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2019201920192019

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  8/18棚田　芽花 ﾀﾅﾀﾞ ﾒｲｶ         1:28.361111  19/ 1/ 3 堀岡小

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  8/18片田　奈那 ｶﾀﾀﾞ ﾅﾅ          1:04.641111  19/ 1/ 2 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 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  8/18中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ           36.151111  23/ 2/ 6 射北中

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  8/18秋元　七海 ｱｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ           41.481111  23/ 2/ 5 中太閤山小

学6  8/18渡邊　郁凛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ          56.672222  23/ 2/ 4 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  8/18高沢　朱里 ﾀｶｻﾞﾜ ｱｶﾘ          44.461111  23/ 2/ 3 新湊小

学5  8/18杉浦　　舞 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｲ           45.942222  23/ 2/ 2 東明小

学5  8/18織田あやめ ｵﾀﾞ ｱﾔﾒ            48.243333  23/ 1/ 4 堀岡小

学5  8/18福島　乙桃 ﾌｸｼﾏ ｵﾄ            53.634444  23/ 1/ 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  8/18片林　未空 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾐｸ          40.391111  23/ 1/ 3 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 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  8/18大場　澄子 ｵｵﾊﾞ ｽﾐｺ           50.411111  21/ 5/ 6 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1  8/18高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ            36.001111  21/ 5/ 5 小杉中

中1  8/18鏡　　愛梨 ｶｶﾞﾐ ｱｲﾘ           41.102222  21/ 5/ 4 大門中

中2  8/18白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ            49.763333  21/ 5/ 3 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  8/18大井　七海 ｵｵｲ ﾅﾅﾐ            41.521111  21/ 5/ 2 大門小

学6  8/18高橋寿珠花 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ          42.602222  21/ 4/ 5 大島小

学6  8/18佐村木百華 ｻﾑﾗｷ ﾓﾓｶ           45.593333  21/ 3/ 6 東明小

学6  8/18正保　悠良 ｼｮｳﾎﾞ ﾕﾗ           49.934444  21/ 4/ 3 太閤山小

学6  8/18勝山　麗来 ｶﾂﾔﾏ ﾚｲﾗ           55.235555  21/ 3/ 3 作道小

学6  8/18中井　希美 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ           55.356666  21/ 4/ 4 大島小

学6  8/18西森　　琴 ﾆｼﾓﾘ ｺﾄ            57.807777  21/ 3/ 5 新湊小

学6  8/18橋本　弥音 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ            58.528888  21/ 4/ 6 新湊小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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 14第第第第18181818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2019201920192019

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  8/18谷内　　雅 ﾔﾁ ﾐﾔﾋﾞ            59.999999  21/ 3/ 4 新湊小

学6  8/18渡邊　郁凛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ        1:00.4010101010  21/ 4/ 2 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 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  8/18高沢　朱里 ﾀｶｻﾞﾜ ｱｶﾘ          46.521111  21/ 2/ 4 新湊小

学5  8/18越田　菜央 ｺｼﾀﾞ ﾅｵ            49.822222  21/ 3/ 2 大島小

学5  8/18織田あやめ ｵﾀﾞ ｱﾔﾒ            51.903333  21/ 2/ 3 堀岡小

学5  8/18渋谷　綾那 ｼﾌﾞﾀﾆ ｱﾔﾅ          53.684444  21/ 2/ 5 新湊小

学5  8/18向井　　詠 ﾑｶｲ ｳﾀ             55.495555  21/ 2/ 6 下村小

学5  8/18島崎　瑚子 ｼﾏｻﾞｷ ｺｺ         1:12.026666  21/ 2/ 2 下村小

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  8/18三井　彩愛 ﾐﾂｲ ｱﾔﾅ          1:03.711111  21/ 1/ 6 歌の森小

学3  8/18大垣　まこ ｵｵｶﾞｷ ﾏｺ         1:06.682222  21/ 1/ 5 太閤山小

学3  8/18斉藤　　詩 ｻｲﾄｳｻｲ ｳﾀ        1:19.343333  21/ 1/ 4 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  8/18横山　明咲 ﾖｺﾔﾏ ﾒｲｻ         1:17.651111  21/ 1/ 3 中太閤山小

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 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  8/18村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ             31.821111  25/ 2/ 5 射北中

中1  8/18川上　未玲 ｶﾜｶﾐ ﾐﾚｲ           39.862222  25/ 2/ 6 いみずSC

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  8/18片林　萩月 ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ        32.871111  25/ 2/ 3 片口小

学6  8/18島倉　日和 ｼﾏｸﾗ ﾋﾖﾘ           34.092222  25/ 2/ 4 片口小

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  8/18石川　心暖 ｲｼｶﾜ ｺﾊﾙ           39.301111  25/ 1/ 4 小杉小

学5  8/18杉浦　　舞 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｲ           43.452222  25/ 1/ 5 東明小

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  8/18小田あす花 ｵﾀﾞ ｱｽｶ            42.001111  25/ 1/ 3 新湊小

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1  8/18高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ          1:09.731111  13/ 2/ 6 小杉中

中1  8/18村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ           1:12.102222  13/ 3/ 4 射北中

中1  8/18中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ         1:15.873333  13/ 3/ 5 射北中

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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 15第第第第18181818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2019201920192019

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1  8/18中林　茉優 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ        1:17.784444  13/ 2/ 5 小杉中

中1  8/18川上　未玲 ｶﾜｶﾐ ﾐﾚｲ         1:29.655555  13/ 3/ 3 いみずSC

中2  8/18白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ          1:35.576666  13/ 3/ 6 小杉中

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  8/18高橋寿珠花 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ        1:24.811111  13/ 2/ 3 大島小

学6  8/18佐村木百華 ｻﾑﾗｷ ﾓﾓｶ         1:28.122222  13/ 2/ 2 東明小

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  8/18高沢　朱里 ﾀｶｻﾞﾜ ｱｶﾘ        1:29.191111  13/ 1/ 4 新湊小

学5  8/18越田　菜央 ｺｼﾀﾞ ﾅｵ          1:31.952222  13/ 1/ 5 大島小

学5  8/18笠原　麻衣 ｶｻﾊﾗ ﾏｲ          1:32.313333  13/ 1/ 6 大島小

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  8/18高野　絢羽 ﾀｶﾉ ｱﾔﾊ          1:24.311111  13/ 1/ 3 太閤山小

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)

*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18181818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2019201920192019

 100 100 100 100m m m m リレー リレー リレー リレー 

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))))

大井　七海 ｵｵｲ ﾅﾅﾐ         

 1:09.34 1:09.34 1:09.34 1:09.34

1111  17/ 1/ 5 大門小

北本　　歩 ｷﾀﾓﾄ ｱﾕﾑ        

木村　萌愛 ｷﾑﾗ ﾓﾅ          

竹島　優斗 ﾀｹｼﾏ ﾕｳﾄ        

2019/ 8/18    34.87   34.87

   34.47

谷内　　雅 ﾔﾁ ﾐﾔﾋﾞ         

 1:18.59 1:18.59 1:18.59 1:18.59

2222  17/ 1/ 4 新湊小

橋本　弥音 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ         

西森　　琴 ﾆｼﾓﾘ ｺﾄ         

境蓮　來威 ｷｮｳﾚﾝ ﾗｲ        

2019/ 8/18    41.00   41.00

   37.59

 100 100 100 100m 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 

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))))

花木　寿成 ﾊﾅｷ ｶｽﾞﾅﾘ       

 1:23.35 1:23.35 1:23.35 1:23.35

1111  15/ 1/ 5 作道小

勝山　麗来 ｶﾂﾔﾏ ﾚｲﾗ        

林　　剣吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ        

明野　斗貴 ｱｹﾉ ﾊﾙｷ         

2019/ 8/18    50.59   50.59

   32.76

境蓮　來威 ｷｮｳﾚﾝ ﾗｲ        

 1:31.50 1:31.50 1:31.50 1:31.50

2222  15/ 1/ 4 新湊小

橋本　弥音 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ         

谷内　　雅 ﾔﾁ ﾐﾔﾋﾞ         

西森　　琴 ﾆｼﾓﾘ ｺﾄ         

2019/ 8/18    48.97   48.97

   42.53

古城　璃空 ﾌﾙｼﾛ ﾘｸ         

 2:07.91 2:07.91 2:07.91 2:07.91

3333  15/ 1/ 3 歌の森小

般若　太志 ﾊﾝﾆｬ ﾀｲｼ        

三井　彩愛 ﾐﾂｲ ｱﾔﾅ         

森田　彩楓 ﾓﾘﾀ ｱﾔｶ         

2019/ 8/18  1:08.11 1:08.11

   59.80

 200 200 200 200m m m m リレー リレー リレー リレー 

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))))

   29.30   29.30   29.30   29.30村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ          

 1:57.83 1:57.83 1:57.83 1:57.83

1111  18/ 1/ 4 射北中

中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ        

杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ       

中田　慧一 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ       

2019/ 8/18  1:00.32

 1:30.25

   29.30

   31.02

   29.93

   27.58

   28.56   28.56   28.56   28.56高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ         

 2:08.27 2:08.27 2:08.27 2:08.27

2222  18/ 1/ 5 小杉中

白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ         

中林　茉優 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ       

高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ        

2019/ 8/18  1:03.71

 1:37.01

   28.56

   35.15

   33.30

   31.26

 200 200 200 200m 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 

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))))

   36.12   36.12   36.12   36.12中村　碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ        

 2:14.29 2:14.29 2:14.29 2:14.29

1111  16/ 1/ 4 射北中

中田　慧一 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ       

村田　リ俐 ﾑﾗﾀ ﾘﾘ          

杉浦　天飛 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾄ       

2019/ 8/18  1:13.35

 1:44.69

   36.12

   37.23

   31.34

   29.60

   32.88   32.88   32.88   32.88高寺　凛空 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘｸ        

 2:17.36 2:17.36 2:17.36 2:17.36

2222  16/ 1/ 5 小杉中

高野　朱理 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ         

中林　茉優 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ       

白石　莉菜 ｼﾗｲｼ ﾘﾅ         

2019/ 8/18  1:08.62

 1:42.53

   32.88

   35.74

   33.91

   34.83

男子 男子 男子 男子 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((((7777桁桁桁桁))))

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)



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 2第第第第18181818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2019201920192019

男子 男子 男子 男子 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((((7777桁桁桁桁))))

山峯　修二 ﾔﾏﾐﾈ ｼｭｳｼﾞ      

 1:13.77 1:13.77 1:13.77 1:13.77

1111  28/ 1/ 4 作道小

林　　剣吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ        

花木　寿成 ﾊﾅｷ ｶｽﾞﾅﾘ       

明野　斗貴 ｱｹﾉ ﾊﾙｷ         

2019/ 8/18    35.80   35.80

   37.97

塩田　琉惟 ｼｵﾀﾞ ﾙｲ         

 1:16.05 1:16.05 1:16.05 1:16.05

2222  28/ 1/ 3 大門小

北本　　歩 ｷﾀﾓﾄ ｱﾕﾑ        

坂　　侑哩 ｻｶ ﾕｳﾘ          

竹島　優斗 ﾀｹｼﾏ ﾕｳﾄ        

2019/ 8/18    40.62   40.62

   35.43

堀田　朋希 ﾎﾘﾀ ﾄﾓｷ         

 1:18.18 1:18.18 1:18.18 1:18.18

3333  28/ 1/ 5 歌の森小

新森慎太郎 ｼﾝﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ      

荒井　颯大 ｱﾗｲ ｿｳﾀﾞｲ       

佐伯　龍一 ｻｴｷ ﾘｭｳｲﾁ       

2019/ 8/18    36.35   36.35

   41.83

男子 男子 男子 男子 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((((7777桁桁桁桁))))

森田　暖都 ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ         

 1:40.67 1:40.67 1:40.67 1:40.67

1111   2/ 1/ 6 歌の森小5年

般若　武琉 ﾊﾝﾆｬ ﾀｹﾙ        

三井　稀斗 ﾐﾂｲ ﾏﾅﾄ         

森　　高慎 ﾓﾘ ｺｳｼﾝ         

2019/ 8/18    55.58   55.58

   45.09

男子 男子 男子 男子 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 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((((7777桁桁桁桁))))

亀田　市郎 ｶﾒﾀﾞ ｲﾁﾛｳ       

 1:10.52 1:10.52 1:10.52 1:10.52

1111   2/ 1/ 4 射水市水協

西原　裕治 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｼﾞ       

牧田　大毅 ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ        

柴田龍之助 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ     

2019/ 8/18    42.68   42.68

   27.84

男子 男子 男子 男子 200200200200m 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((((7777桁桁桁桁))))

   57.54   57.54   57.54   57.54森　　高慎 ﾓﾘ ｺｳｼﾝ         

 3:23.54 3:23.54 3:23.54 3:23.54

1111  30/ 1/ 5 歌の森小5年

般若　武琉 ﾊﾝﾆｬ ﾀｹﾙ        

森田　暖都 ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ         

三井　稀斗 ﾐﾂｲ ﾏﾅﾄ         

2019/ 8/18  1:48.54

 2:40.51

   57.54

   51.00

   51.97

   43.03

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((((7777桁桁桁桁))))

小田あす花 ｵﾀﾞ ｱｽｶ         

 1:15.61 1:15.61 1:15.61 1:15.61

1111  27/ 1/ 4 新湊小

宮本　桃夏 ﾐﾔﾓﾄ ﾓﾓｶ        

渋谷　綾那 ｼﾌﾞﾀﾆ ｱﾔﾅ       

高沢　朱里 ﾀｶｻﾞﾜ ｱｶﾘ       

2019/ 8/18    39.02   39.02

   36.59

正保　悠良 ｼｮｳﾎﾞ ﾕﾗ        

 1:26.59 1:26.59 1:26.59 1:26.59

2222  27/ 1/ 5 太閤山小

正保穂乃花 ｼｮｳﾎﾞ ﾎﾉｶ       

大垣　まこ ｵｵｶﾞｷ ﾏｺ        

高野　絢羽 ﾀｶﾉ ｱﾔﾊ         

2019/ 8/18    42.68   42.68

   43.91

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((((7777桁桁桁桁))))

宮本　桃夏 ﾐﾔﾓﾄ ﾓﾓｶ        

 1:28.10 1:28.10 1:28.10 1:28.10

1111   1/ 1/ 5 新湊小

渋谷　綾那 ｼﾌﾞﾀﾆ ｱﾔﾅ       

小田あす花 ｵﾀﾞ ｱｽｶ         

高沢　朱里 ﾀｶｻﾞﾜ ｱｶﾘ       

2019/ 8/18    53.02   53.02

   35.08

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)



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 3第第第第18181818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2019201920192019

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 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((((7777桁桁桁桁))))

伊藤　美香 ｲﾄｳ ﾐｶ          

 1:37.00 1:37.00 1:37.00 1:37.00

1111   1/ 1/ 3 新湊カニかに

岡田　弘美 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ        

葡萄原真理 ﾌﾞﾄﾞｳﾊﾗ ﾏﾘ      

大場　澄子 ｵｵﾊﾞ ｽﾐｺ        

2019/ 8/18    51.73   51.73

   45.27

女子 女子 女子 女子 200200200200m 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((((7777桁桁桁桁))))

   44.45   44.45   44.45   44.45中井　希美 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ        

 2:33.93 2:33.93 2:33.93 2:33.93

1111  29/ 1/ 3 大島小

越田　菜央 ｺｼﾀﾞ ﾅｵ         

笠原　麻衣 ｶｻﾊﾗ ﾏｲ         

高橋寿珠花 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ       

2019/ 8/18  1:21.83

 1:59.21

   44.45

   37.38

   37.38

   34.72

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)


