
第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般15歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般15歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般15歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般15歳以上

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 松本　愛莉 高木　　玲 坂下　仁美 奥村　楓花 瀬戸山陽子 永井いちご

50m 緑 浅野川 犀川 田上 田上 不動寺

タイム決勝 28.92 29.51 29.94 31.25 32.14 32.21

背泳ぎ 東　きらり

50m 米丸

タイム決勝 34.33

平泳ぎ 東　きらり 永井いちご 谷山　実咲 瀬戸山陽子

50m 米丸 不動寺 田上 田上

タイム決勝 39.24 40.31 55.76 56.33

バタフライ 松本　愛莉

50m 緑

タイム決勝 31.93
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般15歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般15歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般15歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般15歳以上

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 敦嶋　栄伍 右近　　紘 谷村　洸星 斎木涼太郎 上野　優陽 本澤　隆哉

50m 金石町 諸江町 中央 田上 泉野 戸坂

タイム決勝 24.55 25.86 26.11 26.16 26.68 27.30

背泳ぎ 越智　龍冬 吉野　太稀 谷村　洸星 田中　陽翔 荒木　侑生 番井拳志郎

50m 千坂 押野 中央 富樫 安原 田上

タイム決勝 31.50 32.70 32.96 33.65 35.89 49.07

平泳ぎ 宮本　　遥 中村　拓雅 越智　龍冬 本澤　隆哉 池岡　飛鳳 荒木　景士

50m 小坂 田上 千坂 戸坂 西南部 馬場

タイム決勝 31.33 31.97 35.36 35.67 36.34 37.05

バタフライ 右近　　紘 上野　優陽 中村　拓雅 吉野　太稀 池岡　飛鳳 斎木涼太郎

50m 諸江町 泉野 田上 押野 西南部 田上

タイム決勝 27.08 27.92 27.99 28.09 28.13 28.60
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般30歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般30歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般30歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般30歳以上

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位

自由形 中山　莉沙 原　　奈穂 泉　　直子

50m 中央 泉野 千坂

タイム決勝 31.68 35.74 40.80

背泳ぎ 中山　莉沙 原　　奈穂

50m 中央 泉野

タイム決勝 37.26 41.04

バタフライ 泉　　直子

50m 千坂

タイム決勝 48.32
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般30歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般30歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般30歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般30歳以上

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位

背泳ぎ 谷川　智則

50m 額

タイム決勝 33.53

バタフライ 谷川　智則

50m 額

タイム決勝 30.52
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般40歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般40歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般40歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般40歳以上

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位

自由形 金谷　尚美 小山　敬子

50m 田上 大徳

タイム決勝 33.58 36.12

背泳ぎ 板垣　聖美

50m 十一屋

タイム決勝 58.80

平泳ぎ 大立　一美 板垣　聖美

50m 緑 十一屋

タイム決勝 51.62 1:00.40
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般40歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般40歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般40歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般40歳以上

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位

自由形 南　　真吾 寺坂　晋平 高村　英司 喜多王　章 川城　智亮

50m 森本 田上 小坂 小坂 諸江町

タイム決勝 27.23 27.28 28.01 28.43 32.95

背泳ぎ 寺坂　晋平

50m 田上

タイム決勝 31.77

平泳ぎ 元祐　謙吾

50m 三和

タイム決勝 36.07

バタフライ 南　　真吾 高村　英司

50m 森本 小坂

タイム決勝 29.77 30.60
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般50歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般50歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般50歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般50歳以上

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位

自由形 竹内　弘美 鹿本万記子 岩田　朋子

50m 兼六 伏見台 三馬

タイム決勝 38.28 42.28 45.62

平泳ぎ 岩田　朋子

50m 三馬

タイム決勝 55.81

バタフライ 鹿本万記子

50m 伏見台

タイム決勝 50.32
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般50歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般50歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般50歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般50歳以上

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位

自由形 上野　　勝 吉村　真人 野尻　正弘 門　　　諭

50m 泉野 千坂 明成 小立野

タイム決勝 27.91 29.84 30.30 34.67

(大会新)

背泳ぎ 吉村　真人 門　　　諭

50m 千坂 小立野

タイム決勝 36.46 48.10

(大会新)

平泳ぎ 飯野　英樹

50m 伏見台

タイム決勝 42.17

バタフライ 上野　　勝 野尻　正弘

50m 泉野 明成

タイム決勝 29.30 33.13

(大会新)
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般60歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般60歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般60歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 一般60歳以上

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位

自由形 五十嵐則子

50m 中村町

タイム決勝 42.87

平泳ぎ 永岡美奈子

50m 粟崎

タイム決勝 50.48

(大会新)

バタフライ 五十嵐則子

50m 中村町

タイム決勝 56.57
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般60歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般60歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般60歳以上第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 一般60歳以上

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位

自由形 田子　博史

50m 犀川

タイム決勝 32.88

背泳ぎ 新保　敏明

50m 鞍月

タイム決勝 52.02

平泳ぎ 長田　達夫 炭田　祉朗 新保　敏明 久保　浩樹

50m 緑 伏見台 鞍月 浅野町

タイム決勝 41.55 41.58 50.01 50.31

バタフライ 田子　博史

50m 犀川

タイム決勝 36.81
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 小学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 小学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 小学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 小学生

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 伊藤　　杏 小6 新谷　真優 小6 北村　菜月 小5 竹中　瑠憂 小5 坂尻　杏奈 小4 伊藤　鈴夏 小5

50m 戸板小 森本小 大徳小 諸江町小 米泉小 伏見台小

タイム決勝 30.56 31.40 32.59 34.09 34.63 35.88

自由形 伊藤　　杏 小6 竹中　瑠憂 小5 古谷　結葵 小4 中村　玲唯 小5 石ケ森蒼依 小5 杉森　結月 小5

100m 戸板小 諸江町小 諸江町小 西南部小 緑小 三和小

タイム決勝 1:08.01 1:13.80 1:18.64 1:20.83 1:21.70 1:22.19

背泳ぎ 浅香　志帆 小6 渡部　心音 小6 岡野　紫月 小5 高野　咲葉 小5 松栄　百香 小5 杉森　結月 小5

50m 金大附属小 諸江町小 鞍月小 長田町小 鞍月小 三和小

タイム決勝 35.58 38.51 40.48 40.63 41.46 43.60

背泳ぎ 浅香　志帆 小6 渡部　心音 小6 岩井　優奈 小6 岡野　紫月 小5 内田　琴春 小3 新井　　明 小3

100m 金大附属小 諸江町小 大徳小 鞍月小 諸江小 南小立野小

タイム決勝 1:14.62 1:21.67 1:22.84 1:29.25 1:48.26 1:52.39

平泳ぎ 越村あずさ 小6 北村　菜月 小5 岩井　優奈 小6 岡　　泉美 小5 杉野　心奏 小5 伊藤　鈴夏 小5

50m 米泉小 大徳小 大徳小 三馬小 緑小 伏見台小

タイム決勝 41.37 42.21 43.80 45.53 46.35 49.45

平泳ぎ 中村　凛香 小5 酒井　芽衣 小6 大窪　凪沙 小5 村井そよか 小6 西部　美桜 小6 高窪　塔子 小4

100m 諸江町小 森本小 緑小 戸板小 三和小 小坂小

タイム決勝 1:26.45 1:35.79 1:43.09 1:47.06 1:47.29 2:02.16

バタフライ 石橋　愛唯 小6 中村　凛香 小5 越村あずさ 小6 新谷　真優 小6 坂尻　杏奈 小4 酒井　芽衣 小6

50m 木曳野小 諸江町小 米泉小 森本小 米泉小 森本小

タイム決勝 31.78 33.51 35.39 36.34 38.22 38.56

(大会新)

バタフライ 石橋　愛唯 小6 高野　咲葉 小5 杉野　心奏 小5 角　日菜子 小4

100m 木曳野小 長田町小 緑小 泉小

タイム決勝 1:13.91 1:25.56 1:33.33 1:34.94

(大会新)
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 小学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 小学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 小学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 小学生

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 下平　歩叶 小6 新井　　黎 小5 齋藤　優樹 小6 黒崎　獅恩 小4 岡野　温人 小4 金浦　玲音 小4

50m 粟崎小 南小立野小 大徳小 夕日寺小 小坂小 西南部小

タイム決勝 29.64 31.17 31.69 32.77 34.45 34.82

自由形 新井　　黎 小5 岡田　空河 小5 中島　颯太 小5 苗島　光喜 小5 佐藤　陽太 小4 道下　煌真 小4

100m 南小立野小 諸江町小 中村町小 千坂小 米丸小 千坂小

タイム決勝 1:07.07 1:09.11 1:12.26 1:18.38 1:24.16 1:26.46

背泳ぎ 金田　凌空 小5 下平　歩叶 小6 橋爪　　春 小5 大慈彌雄士 小6 杉浦　春翔 小2 宗廣　洸希 小3

50m 犀桜小 粟崎小 金大附属小 小坂小 戸板小 鞍月小

タイム決勝 35.30 36.80 40.25 47.16 47.68 59.61

背泳ぎ 金田　凌空 小5 岡田　空河 小5 齋藤　優樹 小6 苗島　光喜 小5 諸江　幸樹 小6 坂牧　遼太 小4

100m 犀桜小 諸江町小 大徳小 千坂小 米丸小 鞍月小

タイム決勝 1:16.07 1:19.67 1:22.44 1:38.51 1:44.40 1:45.84

平泳ぎ 橘　　希仁 小5 小西　律輝 小6 中島　颯太 小5 酒井　結都 小6 越田　嘉希 小6 岡野　温人 小4

50m 小立野小 粟崎小 中村町小 諸江町小 三馬小 小坂小

タイム決勝 38.02 39.71 41.45 44.31 44.46 47.95

平泳ぎ 橘　　希仁 小5 越田　嘉希 小6 酒井　結都 小6 平形　　瞬 小6 中山　立稀 小4

100m 小立野小 三馬小 諸江町小 粟崎小 金大附属小

タイム決勝 1:21.31 1:33.90 1:35.38 1:49.91 1:50.39

バタフライ 谷内　瑛仁 小5 牧野　誉史 小6 小西　律輝 小6 横地　竜輝 小5 野澤　煌人 小4 黒崎　獅恩 小4

50m 金大附属小 中央小 粟崎小 長坂台小 金大附属小 夕日寺小

タイム決勝 31.79 32.70 33.67 33.95 35.20 37.71

バタフライ 横地　竜輝 小5 谷内　瑛仁 小5 牧野　誉史 小6 野澤　煌人 小4

100m 長坂台小 金大附属小 中央小 金大附属小

タイム決勝 1:13.08 1:13.24 1:16.16 1:19.18
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 中学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 中学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 中学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           女子成績一覧表 中学生

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 元祐　睦実 中2 加藤　美羽 中1 大立　夢歩 中3 勘田百愛奈 中1 喜多王玲衣 中1 加納　那南 中1

50m 金大附属中 泉中 緑中 金沢学院中 北鳴中 西南部中

タイム決勝 29.08 29.65 30.88 31.32 31.37 32.28

自由形 岩井　彩菜 中3 小森　伊栞 中2 加藤　美羽 中1 喜多王玲衣 中1 南　　柚子 中3 地下　桃花 中3

100m 大徳中 大徳中 泉中 北鳴中 森本中 長田中

タイム決勝 1:03.09 1:04.58 1:05.55 1:06.59 1:08.79 1:08.97

背泳ぎ 岩井　彩菜 中3 西野　惟映 中3 内田　美翔 中1 坂井　奈都 中2

50m 大徳中 北鳴中 浅野川中 北鳴中

タイム決勝 32.55 36.32 37.09 40.25

背泳ぎ 高橋　希咲 中3 西野　惟映 中3 勘田百愛奈 中1 田作　陽菜 中1 加納　那南 中1 定免　里桜 中1

100m 緑中 北鳴中 金沢学院中 緑中 西南部中 西南部中

タイム決勝 1:17.52 1:19.68 1:22.60 1:25.12 1:29.56 1:39.20

平泳ぎ 内田　美翔 中1 高橋　希咲 中3 大窪　彩乃 中1

50m 浅野川中 緑中 緑中

タイム決勝 37.12 39.66 50.30

平泳ぎ 高橋　心希 中2 大立　夢歩 中3 南　　柚子 中3

100m 緑中 緑中 森本中

タイム決勝 1:19.44 1:29.06 1:30.50

バタフライ 高橋　心希 中2 小森　伊栞 中2 下田　千裕 中2 西野　明里 中2 地下　桃花 中3 定免　舞桜 中1

50m 緑中 大徳中 金大附属中 大徳中 長田中 西南部中

タイム決勝 29.95 32.79 33.07 33.82 35.34 37.43

(大会新)

バタフライ 元祐　睦実 中2 下田　千裕 中2 西野　明里 中2 定免　舞桜 中1

100m 金大附属中 金大附属中 大徳中 西南部中

タイム決勝 1:13.67 1:16.26 1:17.28 1:33.32
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第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 中学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 中学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 中学生第６５回金沢市民スポーツ大会                           男子成績一覧表 中学生

2022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/262022/06/26 ～ 2022/06/26

会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  会場  金沢プール  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 髙桑　裕斗 中3 武田　浬駆 中3 永井　蒼空 中3 伊藤　柚希 中3 小村　歩夢 中2 喜多王誠也 中3

50m 小将町中 浅野川中 森本中 高尾台中 金大附属中 北鳴中

タイム決勝 26.08 26.80 27.40 27.42 28.08 28.89

自由形 髙桑　裕斗 中3 横地　竜成 中2 小村　歩夢 中2 喜多王誠也 中3 伊藤　柚希 中3 小船　泰誠 中1

100m 小将町中 野田中 金大附属中 北鳴中 高尾台中 泉中

タイム決勝 56.95 59.47 1:00.33 1:03.40 1:04.72 1:06.59

背泳ぎ 林谷　颯真 中3 永井　蒼空 中3 高山　一冴 中2 松本　　煌 中3 藤澤　大河 中2 池岡　飛慧 中3

50m 鳴和中 森本中 野田中 緑中 港中 西南部中

タイム決勝 27.83 31.42 32.89 33.16 33.40 35.75

(大会新)

背泳ぎ 高山　一冴 中2 後藤　凌汰 中2 北瀬　　諒 中1 片岡　瑞稀 中2

100m 野田中 浅野川中 港中 森本中

タイム決勝 1:09.56 1:12.89 1:22.27 1:31.56

平泳ぎ 敦嶋　謙斗 中3 武田　浬駆 中3 板本　壱樹 中1 越田　嘉斗 中3 竹中　謙信 中2 北村　　舜 中1

50m 金石中 浅野川中 港中 金大附属中 浅野川中 長田中

タイム決勝 31.44 33.62 34.15 35.91 38.07 39.50

(大会新)

平泳ぎ 敦嶋　謙斗 中3 板本　壱樹 中1 松本　　煌 中3 槻　　空哉 中3 小河原光太 中1 越田　嘉斗 中3

100m 金石中 港中 緑中 金大附属中 浅野川中 金大附属中

タイム決勝 1:08.22 1:13.72 1:14.69 1:14.82 1:17.45 1:18.61

(大会新)

バタフライ 小河原蒼大 中3 右近　　望 中2 槻　　空哉 中3 小河原光太 中1 道場　世凪 中2 岡本　悠汰 中1

50m 浅野川中 浅野川中 金大附属中 浅野川中 金石中 北鳴中

タイム決勝 26.44 28.55 29.11 29.53 32.24 33.78

(大会新)

バタフライ 林谷　颯真 中3 小河原蒼大 中3 右近　　望 中2 藤澤　大河 中2 横地　竜成 中2 岡本　悠汰 中1

100m 鳴和中 浅野川中 浅野川中 港中 野田中 北鳴中

タイム決勝 57.10 57.61 1:02.76 1:03.34 1:08.77 1:20.45

(大会新) (大会新)
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第６５回金沢市民スポーツ大会                      

小学生・中学生                                    

金沢プール  

Page    1

新記録一覧

組/水 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

2022/06/26 16:53:25 SEIKO Swimming Results System

競技№   9競技№   9競技№   9競技№   9 男子男子男子男子  100m 100m 100m 100m バタフライバタフライバタフライバタフライ タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 中学生中学生中学生中学生
 1/ 5 林谷　颯真 鳴和中 中3    57.10 大会新

 1/ 4 小河原蒼大 浅野川中 中3    57.61 大会新

競技№  12競技№  12競技№  12競技№  12 女子女子女子女子  100m 100m 100m 100m バタフライバタフライバタフライバタフライ タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 小学生小学生小学生小学生
 1/ 4 石橋　愛唯 木曳野小 小6  1:13.91 大会新

競技№  13競技№  13競技№  13競技№  13 男子男子男子男子  100m 100m 100m 100m 平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 中学生中学生中学生中学生
 2/ 4 敦嶋　謙斗 金石中 中3  1:08.22 大会新

競技№  21競技№  21競技№  21競技№  21 男子男子男子男子   50m  50m  50m  50m 背泳ぎ背泳ぎ背泳ぎ背泳ぎ タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 中学生中学生中学生中学生
 2/ 4 林谷　颯真 鳴和中 中3    27.83 大会新

競技№  25競技№  25競技№  25競技№  25 男子男子男子男子   50m  50m  50m  50m バタフライバタフライバタフライバタフライ タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 中学生中学生中学生中学生
 2/ 4 小河原蒼大 浅野川中 中3    26.44 大会新

競技№  26競技№  26競技№  26競技№  26 女子女子女子女子   50m  50m  50m  50m バタフライバタフライバタフライバタフライ タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 中学生中学生中学生中学生
 1/ 5 高橋　心希 緑中 中2    29.95 大会新

競技№  28競技№  28競技№  28競技№  28 女子女子女子女子   50m  50m  50m  50m バタフライバタフライバタフライバタフライ タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 小学生小学生小学生小学生
 3/ 4 石橋　愛唯 木曳野小 小6    31.78 大会新

競技№  29競技№  29競技№  29競技№  29 男子男子男子男子   50m  50m  50m  50m 平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 中学生中学生中学生中学生
 1/ 4 敦嶋　謙斗 金石中 中3    31.44 大会新

競技№  41競技№  41競技№  41競技№  41 男子男子男子男子   50m  50m  50m  50m 自由形自由形自由形自由形 タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 一般50歳以上一般50歳以上一般50歳以上一般50歳以上
 1/ 3 上野　　勝 泉野    27.91 大会新

競技№  52競技№  52競技№  52競技№  52 男子男子男子男子   50m  50m  50m  50m 背泳ぎ背泳ぎ背泳ぎ背泳ぎ タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 一般50歳以上一般50歳以上一般50歳以上一般50歳以上
 1/ 4 吉村　真人 千坂    36.46 大会新

競技№  63競技№  63競技№  63競技№  63 男子男子男子男子   50m  50m  50m  50m バタフライバタフライバタフライバタフライ タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 一般50歳以上一般50歳以上一般50歳以上一般50歳以上
 1/ 4 上野　　勝 泉野    29.30 大会新

競技№  70競技№  70競技№  70競技№  70 女子女子女子女子   50m  50m  50m  50m 平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ タイム決勝タイム決勝タイム決勝タイム決勝 一般60歳以上一般60歳以上一般60歳以上一般60歳以上
 1/ 7 永岡美奈子 粟崎    50.48 大会新


