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No.01 女子100m個人メドレー No.02 男子100m個人メドレー

小３ 小４

一位 前田　真衣 1:26.21 大会新 一位 谷川　光輝 1:32.25

二位 古井丸涼香 1:28.36 大会新 二位 小倉　優輝 1:34.35

三位 高橋　美波 1:31.67 大会新 三位 古舘健太郎 1:46.98

長島　美空 1:36.92 木村　駿斗 1:50.98

小４ 小５

一位 長島　理帆 1:25.57 一位 中島　大征 1:12.62 大会新

二位 田中　佐季 1:50.19 二位 篠原　璃生 1:21.04

小５ 三位 鈴木　明澄 1:25.88

一位 川口　栞奈 1:19.52 岩崎　輝 1:36.46

二位 山畑　璃紗 1:30.68 松田　一馬 1:52.29

三位 二瓶　早紀 1:31.93 小６

小６ 一位 青山　和樹 1:45.22

一位 牛山　美月 1:21.78 二位 雨宮　有輝 1:49.76

二位 田部井彩乃 1:25.61 棄権 境　優希 *****

三位 中村　美咲 1:28.72 中学

中山こころ 1:29.53 棄権 藤田　海基 *****

矢頭　志緒里 1:30.89 一般Ａ

富塚　千瑛 1:44.06 一位 村山　壱星 1:04.56

中学 二位 堀田翔太郎 1:05.25

一位 大場　茉穂 1:22.95 三位 千須和厚太 1:06.03

一般Ｂ 御田　祐輝 1:07.89

一位 小倉　直美 1:24.07 大会新 平岩　翼 1:52.38

一般Ｃ 一般Ｂ

一位 新井亜紀子 1:35.86 一位 渡　　誠 1:19.57

一般Ｄ 二位 蓮見　昌紀 1:22.21

一位 金子　孝子 2:00.96 三位 高橋　明彦 1:26.56

二位 安次嶺しげ子 3:25.34 一般Ｃ

一位 小倉　秀和 1:10.43 大会新

二位 三ノ上　潤 1:15.11 大会新

三位 和島　昭男 1:22.50

小沼　公一 1:50.67

一般Ｄ

一位 江口　雅志 1:36.07

二位 中山　清次 1:49.37

三位 小柴　常雄 3:56.05

開催日： 2013/09/14

東久留米市水泳連盟

第 20 回 市民水泳大会   成績表
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No.03 女子２５ｍ自由形 No.04 男子２５ｍ自由形

小３ 小３

一位 前田　真衣 15.85 大会新 一位 牛山　雄介 23.34

二位 古井丸涼香 16.32 大会新 二位 新井　大翼 24.16

三位 長島　美空 18.34 小４

平田　愛莉 18.68 一位 田部井康太 17.42

篠田　花里 24.19 二位 小林　桜太 21.17

小４ 小５

一位 長谷川さくら 19.21 一位 藤田真海 17.71

二位 福島　奈緒 19.46 二位 渡辺晃成 18.13

小５ 三位 松田　一馬 18.38

一位 川口　栞奈 15.55 小６

二位 木村心音 16.70 一位 大場慎太郎 15.80

三位 山本　美朋 17.15 二位 雨宮　有輝 19.09

小６ 三位 篠田源太郎 19.55

一位 田部井彩乃 15.85 一般Ａ

二位 中村　美咲 16.36 一位 千須和厚太 11.90 大会新

三位 矢頭志緒里 16.79 二位 陣野　成海 12.72 大会新

飯塚　亜美 17.20 棄権 松本　篤志 *****

稗田　華子 17.30 棄権 藤森　玄 *****

中学 一般Ｃ

一位 木村菜々香 14.59 一位 澤井　恒治 14.47

一般Ｂ 二位 遠藤　康 14.86

一位 西村功実香 20.56 三位 佐藤　昌克 20.23

一般Ｃ 一般Ｄ

一位 福田千加子 18.82 一位 小山三千生 15.58

二位 川上日出秋 15.64

三位 研屋明雄 16.16

栗山　勝登 17.44

小山栄治 19.96

女子２５ｍ平泳ぎ No.06 男子２５ｍ平泳ぎ

小３ 小３

一位 長島　美空 22.53 大会新 一位 牛山雄介 30.64

二位 高橋　美波 23.95 大会新 小４

三位 平田　愛莉 24.47 大会新 一位 田部井康太 23.21

篠田　花里 31.34 小５

小４ 一位 渡辺晃成 24.18

一位 長島　理帆 19.68 大会新 小６

二位 福島　奈緒 23.87 一位 白澤　礼蔵 20.41

三位 長谷川さくら 24.75 二位 篠田源太郎 28.62

細川葉瑠花 32.79 一般Ａ

小６ 棄権 藤森　玄 *****

一位 牛山　美月 19.30 一般Ｂ

二位 田部井彩乃 20.69 一位 西村　順也 20.35

三位 稗田　華子 22.09 二位 須坂　朋治 21.57

中学 棄権 鴻野　広匡 *****

一位 木村菜々香 20.83 一般Ｃ

一般Ａ 一位 寺崎　敏明 18.29 大会新

一位 相場香穂 39.04 二位 牛山浩雄 18.32 大会新

一般Ｄ

一位 知場　利男 28.12
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女子２５ｍ背泳ぎ No.08 男子２５ｍ背泳ぎ

小４ 小４

一位 福島　奈緒 23.11 一位 小倉優輝 18.97

二位 細川葉瑠花 30.30 二位 田部井康太 20.52

小５ 小５

一位 川口　栞奈 16.25 大会新 一位 平山　悠 25.66

二位 常盤　絢音 18.56 小６

三位 山畑　璃紗 19.36 一位 大場慎太郎 20.65 大会新

木村　心音 22.15 二位 篠田源太郎 23.71

山本　美朋 23.02 中学

小６ 一位 森田　尚貴 19.43

一位 牛山　美月 17.88 大会新 一般Ａ

中学 一位 御田　祐樹 14.60

一位 大場　茉穂 17.18 大会新 一般Ｂ

一般Ａ 一位 須坂　朋治 23.58

一位 相場香穂 39.49 一般Ｃ

一般Ｄ 一位 小倉　秀和 15.99 大会新

一位 金子　孝子 23.27 大会新 二位 三ノ上　潤 16.17 大会新

二位 浅石美知子 32.82 三位 寺崎　敏明 20.75

佐藤　昌克 35.51

一般Ｄ

一位 小山三千生 20.40

女子２５ｍバタフライ No.10 男子２５ｍバタフライ

小３ 小４

一位 三ノ上幸桜 18.58 一位 田部井康太 20.51

二位 平田　愛莉 21.75 二位 木村　駿斗 21.37

三位 篠田　花里 27.49 三位 小林　桜太 24.89

小４ 小５

一位 中澤　友梨 20.09 一位 渡辺　晃成 21.55

二位 長谷川さくら 23.01 二位 三國谷　颯 23.50

三位 福島　奈緒 23.34 三位 松田　一馬 24.17

田中　佐季 24.21 棄権 藤田　真海 *****

小５ 小６

一位 川口　栞奈 15.97 大会新 一位 大場慎太郎 17.72

二位 山畑　璃紗 19.14 二位 雨宮　有輝 20.92

三位 山本　美朋 19.30 三位 青山　和樹 22.03

小６ 篠田源太郎 23.81

一位 牛山　美月 17.26 棄権 境　優希 *****

二位 中村　美咲 17.41 中学

三位 矢頭志緒里 19.35 一位 森田　尚貴 16.55

稗田　華子 19.73 一般Ａ

一般Ｂ 棄権 藤森　玄 *****

一位 小倉　直美 16.45 大会新 一般Ｃ

二位 西村功実香 23.99 一位 三ノ上　潤 14.82 大会新

一般Ｃ 二位 澤井　恒治 15.31

一位 中村　万里 20.83 大会新 三位 遠藤　康 16.37

二位 福田千加子 23.28 牛山浩雄 17.23

一般Ｄ

一位 岡村尚武 16.44 大会新

二位 川上日出秋 17.20
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女子１００ｍ自由形 No.12 男子１００ｍ自由形

小３ 小５

一位 前田　真衣 1:12.86 一位 中島　大征 1:04.66 大会新

二位 三ノ上幸桜 1:21.42 小６

小４ 一位 三上　紘生 1:16.57

一位 長島　理帆 1:14.93 中学

二位 細川葉瑠花 2:23.81 棄権 藤田　海基 *****

小５ 一般Ａ

一位 山畑　璃紗 1:17.68 一位 山本　真大 57.20

小６ 二位 千須和厚太 57.40

一位 中山こころ 1:17.90 三位 陣野　成海 1:06.12

棄権 藤森　玄 *****

一般Ｂ

一位 渡　　誠 1:06.86 大会新

二位 高橋　明彦 1:11.39

一般Ｄ

一位 江口　雅志 1:21.53

二位 小柴　常雄 3:03.98

女子１００ｍ平泳ぎ No.14 男子１００ｍ平泳ぎ

小３ 小４

一位 長島　美空 1:43.05 大会新 一位 小倉　優輝 1:45.42

小４ 小５

一位 長谷川さくら 1:48.39 一位 中島 大征 1:24.42 大会新

二位 田中　佐季 1:55.11 二位 鈴木 明澄 1:33.31 大会新

三位 中澤　友梨 2:01.69 一般Ｂ

小５ 一位 須坂　朋治 1:48.78

一位 常盤　絢音 1:32.11 一般Ｃ

小６ 一位 澤井　恒治 1:42.20

一位 田部井彩乃 1:35.58 二位 幸保　純也 1:43.26

中学 一般Ｄ

一位 伊佐　映美 1:52.17 一位 江口　雅志 1:38.92

一般Ｃ 二位 中山　清次 1:52.86

一位 中村　万里 1:50.14

一般Ｄ

一位 後藤美千代 2:11.54
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女子５０ｍ自由形 No.16 男子５０ｍ自由形

小３ 小３

一位 前田　真衣 33.80 大会新 一位 唐沢　蒼空 47.54

二位 古井丸涼香 35.10 小４

三位 三ノ上幸桜 37.49 一位 髙邑　　空 34.89

長島　美空 38.87 二位 谷川　光輝 35.91

高橋　美波 39.53 三位 田部井康太 40.22

田中　綾乃 41.35 古舘健太郎 40.80

唐澤ひかり 41.39 小林　桜太 48.16

平田　愛莉 42.84 小５

篠田　花里 55.53 一位 中島　大征 30.00 大会新

小４ 二位 篠原　璃生 31.79

一位 長島　理帆 34.40 三位 藤野　莉空 33.74

二位 長谷川さくら 42.04 鈴木　明澄 34.50

三位 中澤　友梨 49.57 岩崎　輝 38.73

小５ 平田　雄大 41.55

一位 山畑　璃紗 35.44 渡辺　晃成 42.01

二位 二瓶　早紀 37.22 松田  一馬 44.62

三位 山本　美朋 38.50 三國谷　颯 47.51

小６ 平山　悠 49.17

一位 田部井彩乃 34.18 棄権 藤田　真海 *****

二位 矢頭志緒里 35.68 小６

三位 中村　美咲 35.91 一位 青野　颯人 32.30

富塚　千瑛 43.83 二位 篠田源太郎 46.37

中学 棄権 境　優希 *****

一位 木村菜々香 32.36 中学

二位 小河原　幸 37.98 一位 森田　尚貴 33.45

三位 伊佐　映美 41.56 棄権 藤田　海基 *****

棄権 伊藤ゆき乃 ***** 一般Ａ

一般Ａ 一位 堀田翔太郎 26.32

棄権 山本　真由 ***** 二位 千須和厚太 26.65

三位 陣野　成海 28.21

杉本　航平 41.13

棄権 田中　良樹 *****

棄権 藤森　玄 *****

一般Ｂ

一位 渡　　誠 30.95

二位 蓮見　昌紀 31.38

三位 郡司　一郎 32.92

棄権 鴻野　広匡 *****

一般Ｃ

一位 和島　昭男 31.34

二位 遠藤　康 33.67

三位 幸保　純也 39.26

佐藤　昌克 54.40
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女子５０ｍ平泳ぎ No.18 男子５０ｍ平泳ぎ

小３ 小３

一位 古井丸涼香 48.58 一位 唐澤　蒼空 57.84

二位 長島　美空 48.97 小４

三位 唐澤ひかり 52.75 一位 髙邑　空 48.01

田中　綾乃 52.82 二位 谷川　光輝 50.87

平田　愛莉 55.20 三位 田部井康太 51.74

小４ 古舘健太郎 56.91

一位 長谷川さくら 52.29 小５

小５ 一位 鈴木　明澄 44.61

一位 二瓶　早紀 47.72 二位 藤野　莉空 45.28

二位 木村　心音 51.12 三位 渡辺　晃成 53.67

小６ 平田　雄大 57.03

一位 牛山　美月 42.17 小６

二位 田部井彩乃 45.21 一位 白澤　礼蔵 42.85

三位 中山こころ 46.95 中学

矢頭志緒里 47.26 棄権 藤田　海基 *****

稗田　華子 49.39 一般Ａ

富塚千瑛 51.98 一位 御田　祐樹 32.69

中学 二位 杉本　航平 53.49

一位 木村菜々香 45.27 棄権 藤森　玄 *****

二位 小河原　幸 49.60 一般Ｂ

三位 伊佐　映美 51.82 一位 郡司一郎 41.84

一般Ｃ 一般Ｃ

一位 白川美智恵 1:06.81 一位 小倉　秀和 36.19 大会新

二位 寺崎　敏明 40.48 大会新

三位 牛山　浩雄 40.74
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女子５０ｍ背泳ぎ No.20 男子５０ｍ背泳ぎ

小３ 小３

一位 前田　真衣 41.02 一位 唐澤　蒼空 51.67

二位 高橋　美波 41.54 小４

三位 古井丸涼香 43.22 一位 谷川　光輝 40.78

田中　綾乃 50.74 二位 小倉　優輝 42.03

篠田　花里 1:03.47 小５

小４ 一位 中島　大征 34.52 大会新

一位 長島　理帆 41.87 二位 藤野　莉空 44.66

二位 中澤　友梨 57.87 小６

小５ 一位 篠田源太郎 54.83

一位 川口　栞奈 35.40 棄権 境　優希 *****

二位 山畑　璃紗 39.97 一般Ａ

三位 二瓶　早紀 43.28 一位 御田　祐樹 30.20

小６ 二位 千須和厚太 31.16

一位 中山こころ 43.77 一般Ｂ

二位 富塚　千瑛 50.21 一位 須坂　朋治 52.41

中学 一般Ｃ

一位 大場茉穂　 38.26 一位 三ノ上　潤 35.89 大会新

二位 小河原　幸 44.73 二位 寺崎敏明 45.80

一般Ａ

棄権 山本　真由 *****

一般Ｄ

一位 浅石美知子 1:13.30
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女子５０ｍバタフライ No.22 男子５０ｍバタフライ

小３ 小４

一位 古井丸涼香 38.02 一位 髙邑　空 41.47

二位 前田　真衣 40.18 二位 谷川　光輝 44.31

三位 高橋　美波 44.18 三位 木村　駿斗 51.65

唐澤ひかり 44.44 小林　桜太 1:06.33

小４ 小５

一位 長島　理帆 40.34 一位 中島　大征 32.90 大会新

小５ 二位 篠原　璃生 36.33

一位 川口　栞奈 34.92 三位 藤野　莉空 42.77

二位 二瓶　早紀 42.95 小６

小６ 一位 三上　紘生 37.91

一位 中村　美咲 40.20 中学

二位 矢頭志緒里 43.80 棄権 藤田　海基 *****

三位 中山こころ 44.14 一般Ａ

富塚　千瑛 53.44 一位 山本　真大 27.30

中学 二位 村山　壱星 27.61

一位 小河原　幸 40.96 三位 堀田翔太郎 27.72

一般Ｂ 平岩　翼 50.11

一位 小倉　直美 38.95 棄権 田中　良樹 *****

一般Ｄ 一般Ｂ

一位 安次嶺しげ子 1:43.50 一位 高橋　明彦 37.93

棄権 鴻野　広匡 *****

一般Ｃ

一位 澤井　恒治 35.10

二位 遠藤　康 38.76

一般Ｄ

一位 岡村　尚武 37.86

二位 川上日出秋 41.18

三位 中山　清次 55.81
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