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℃室温 ℃水温現在

中学

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

1競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               27.85中学3高野　朱理 小杉中 4/ 31111

               28.62中学2白石　紗菜 小杉中 4/ 42222

               29.00中学2島倉　日和 射北中 3/ 53333

               31.19中学2島倉　小春 射北中 3/ 44444

               32.29中学1石川　心暖 小杉中 4/ 25555

               34.69中学2渡邊　郁凛 射北中 4/ 56666

小学6年

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

1競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               47.32学童6尾上　結菜 大門小 3/ 31111

小学5年

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

1競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               31.62学童5小田あす花 新湊小 3/ 21111

               31.97学童5老月　　杏 東明小 2/ 42222

               43.47学童5上嶋　月菜 小杉小 2/ 53333

               57.30学童5米澤　雅優 太閤山小 2/ 34444

小学4年

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

1競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               44.00学童4坂　　碧彩 大門小 2/ 21111

               48.42学童4磯部　那月 片口小 1/ 52222

               49.09学童4川東　七瀬 作道小 1/ 43333

               55.54学童4中道　晴香 中太閤小 1/ 34444

小学3年以下

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

1競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               52.45学童3京谷　未来 新湊小 1/ 21111

中学

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

2競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               28.06中学2竹内　綾佑 小杉中 5/ 41111

               33.79中学1三井　稀斗 小杉中 5/ 52222
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℃室温 ℃水温現在

小学6年

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

2競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               33.10学童6諏訪　拳司 大門小 5/ 21111

               35.43学童6村田　伊亮 塚原小 5/ 32222

               38.25学童6酒井颯太郎 作道小 4/ 53333

               38.28学童6大道　壮真 中太閤小 4/ 44444

小学5年

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

2競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               35.07学童5高井　璃士 大島小 4/ 21111

               35.40学童5荒木　良亮 作道小 4/ 32222

               36.14学童5石川　圭佑 小杉小 3/ 53333

小学4年

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

2競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               40.24学童4佐村木隆之介 東明小 3/ 21111

               40.54学童4杉浦　歩武 東明小 3/ 32222

               44.16学童4水口　勝雄 歌の森小 3/ 43333

               49.45学童4若林　　拓 下村小 2/ 34444

               55.01学童4小倉　颯太 金山小 2/ 25555

             1:03.69学童4加登　大貴 下村小 2/ 46666

小学3年以下

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

2競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               48.79学童3酒井　央翼 作道小 1/ 31111

             1:00.06学童3林　　旭希 下村小 1/ 42222

小学6年

女子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

3競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               40.03学童6長澤　優奈 歌の森小 2/ 31111

小学5年

女子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

3競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      市体新   35.25学童5小田あす花 新湊小 2/ 21111

               45.45学童5尾山　海央 新湊小 1/ 42222

             1:09.94学童5山峯　未来 作道小 2/ 43333

小学4年

女子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

3競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               40.84学童4片田　奈那 大島小 1/ 31111

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2021/ 6/20)



第第第第16161616回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

2021年6月20日 日曜日

海竜スポーツランド

室内２５ｍ

期日：

場所：

7 コース

ランキングランキングランキングランキング一覧一覧一覧一覧

Page 3

℃室温 ℃水温現在

小学4年

男子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

4競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               47.60学童4佐村木隆之介 東明小 1/ 31111

               59.83学童4若林　　拓 下村小 1/ 42222

中学

女子 100 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

5競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      市体新   59.82中学3高野　朱理 小杉中 1/ 31111

             1:02.19中学3村田　リ俐 射北中 1/ 52222

             1:03.89中学2島倉　日和 射北中 1/ 23333

             1:09.08中学1石川　心暖 小杉中 1/ 44444

中学

男子 100 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

6競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:02.82中学2竹内　綾佑 小杉中 1/ 31111

中学

女子 100 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

7競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:13.16中学3中村　碧海 射北中 1/ 41111

             1:14.45中学2片林　萩月 射北中 1/ 32222

中学

男子 100 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

8競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:18.36中学3今泉　　匠 新湊中 1/ 31111

小学6年

女子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

11競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               37.82学童6高野　絢羽 太閤山小 3/ 31111

               45.48学童6長澤　優奈 歌の森小 3/ 42222

               54.25学童6尾上　結菜 大門小 3/ 23333

小学5年

女子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

11競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               55.28学童5上嶋　月菜 小杉小 2/ 41111

             1:25.24学童5山峯　未来 作道小 3/ 52222

      失　　格学童5三井　彩愛 歌の森小 2/ 3

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2021/ 6/20)
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℃室温 ℃水温現在

小学4年

女子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

11競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               54.33学童4岩井　　詩 堀岡小 2/ 21111

               57.32学童4川東　七瀬 作道小 1/ 32222

             1:01.47学童4坂　　碧彩 大門小 1/ 43333

             1:03.00学童4磯部　那月 片口小 1/ 24444

小学6年

男子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

12競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               44.92学童6村田　伊亮 塚原小 2/ 31111

               45.46学童6酒井颯太郎 作道小 2/ 42222

               56.96学童6大道　壮真 中太閤小 2/ 23333

小学4年

男子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

12競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               59.37学童4水口　勝雄 歌の森小 1/ 31111

             1:08.19学童4加登　大貴 下村小 1/ 42222

小学3年以下

男子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

12競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               58.31学童3酒井　央翼 作道小 1/ 21111

小学6年

女子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

13競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               34.36学童6谷内坂芙実 大門小 1/ 51111

小学5年

女子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

13競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               51.97学童5渓　　彩那 大島小 1/ 41111

小学4年

女子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

13競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      市体新   38.36学童4片田　奈那 大島小 1/ 21111

               44.08学童4岩井　　詩 堀岡小 1/ 32222

小学5年

男子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

14競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               36.29学童5荒井　颯大 歌の森小 1/ 31111

               43.61学童5石川　圭佑 小杉小 1/ 42222

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2021/ 6/20)
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℃室温 ℃水温現在

小学4年

男子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

14競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               46.60学童4杉浦　歩武 東明小 1/ 21111

中学

女子 200 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

15競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             2:37.85中学3中村　碧海 射北中 1/ 41111

             2:48.68中学2高橋寿珠花 大門中 1/ 32222

中学

女子 200 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

17競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             2:50.48中学3鏡　　愛梨 大門中 1/ 31111

             3:04.47中学3中林　茉優 小杉中 1/ 42222

中学

女子 200 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

19競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             2:38.52中学3石本　夢音 大門中 2/ 31111

             2:40.13中学1高沢　朱里 新湊中 2/ 42222

             2:49.27中学2島倉　小春 射北中 2/ 53333

             2:49.39中学2高橋寿珠花 大門中 2/ 24444

小学6年

女子 200 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

19競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      市体新 2:38.45学童6高野　絢羽 太閤山小 1/ 31111

             2:51.57学童6谷内坂芙実 大門小 1/ 42222

小学5年

女子 200 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

19競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      市体新 2:46.82学童5老月　　杏 東明小 1/ 21111

小学6年

男子 200 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             3:00.34学童6諏訪　拳司 大門小 1/ 51111

小学5年

男子 200 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             3:01.91学童5高井　璃士 大島小 1/ 21111

             3:02.19学童5荒井　颯大 歌の森小 1/ 32222

             3:04.03学童5荒木　良亮 作道小 1/ 43333

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2021/ 6/20)



第第第第16161616回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技回射水市民体育大会水泳競技

2021年6月20日 日曜日

海竜スポーツランド

室内２５ｍ

期日：

場所：

7 コース

ランキングランキングランキングランキング一覧一覧一覧一覧
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℃室温 ℃水温現在

中学

女子 100 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

21競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      市体新 1:07.83中学3村田　リ俐 射北中 1/ 31111

             1:10.20中学2片林　萩月 射北中 1/ 42222

中学

男子 100 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

22競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:04.86中学3今泉　　匠 新湊中 1/ 31111

中学

女子 100 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

23競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:19.08中学1高沢　朱里 新湊中 1/ 41111

             1:19.55中学3鏡　　愛梨 大門中 1/ 32222

             1:27.61中学3中林　茉優 小杉中 1/ 23333

             1:38.42中学2渡邊　郁凛 射北中 1/ 54444

中学

男子 100 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

24競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:31.60中学3黒田　来夢 小杉南中 1/ 31111

中学

女子 200 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

25競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             2:35.20中学3石本　夢音 大門中 1/ 31111

中学

女子 400 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

27競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             5:25.44中学2白石　紗菜 小杉中 1/ 31111

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2021/ 6/20)


