
　　　　　　　　　板橋区水泳競技大会記録表

（短水路記録）

小学男子（５０M)
自由形 ４年 33.21 齋藤　功大 徳丸小 平成20年

５年 29.55 岩船　風雅 北野小 平成21年
６年 28.42 赤澤　有慈 徳丸小 平成22年

平泳ぎ ４年 39.91 倉持　匠 志村二小 平成21年
５年 40.12 伊達　主真 前野小 平成21年
６年 35.84 齋藤　功大 徳丸小 平成22年

背泳ぎ ４年 37.81 田中　孔志 高島五小 平成22年
５年 36.26 佐藤　弘基 成増小 平成22年
６年 33.43 齋藤　功大 徳丸小 平成22年

バタフライ ４年 34.31 倉持　匠 志村二小 平成21年
５年 32.78 岩船　風雅 北野小 平成21年
６年 30.75 赤澤　有慈 徳丸小 平成22年

小学女子（５０M)
自由形 ４年 31.51 常盤　怜以 常盤台小 平成20年

５年 30.92 小山　由衣 成増ヶ丘小 平成22年
６年 28.77 槙尾　栞 板橋四小 平成20年

平泳ぎ ４年 39.41 中島　未由佳 カルチャー 平成22年
５年 43.46 小原　あずさ 志村五小 平成20年
６年 34.96 永井　亜美 志村六小 平成20年

背泳ぎ ４年 38.31 田形　陽夢実 高島三小 平成22年
５年 35.62 小山　由衣 成増ヶ丘小 平成22年
６年 34.99 山崎　萌 弥生小 平成22年

バタフライ ４年 34.61 常盤　怜以 常盤台小 平成20年
５年 34.87 常盤　怜以 常盤台小 平成21年
６年 30.98 槙尾　栞 板橋四小 平成20年

中学男子
　５０M　自由形 26.85 矢沢　兼造 カルチャー 平成22年
１００M　自由形 58.38 須田　秀彦 志村五中 平成22年
　５０M　平泳ぎ 33.41 石山　竜平 赤塚一中 平成22年
１００M　平泳ぎ 1:12.81 石山　竜平 赤塚一中 平成22年
　５０M　背泳ぎ 34.29 神尾　翔真 ICSC 平成21年
１００M　背泳ぎ 1:07.99 須田　秀彦 志村五中 平成22年
　５０M　バタフライ 29.51 原　淳太 カルチャー 平成22年
１００M　バタフライ 1:02.94 関根　将太 志村五中 平成21年
２００M　個人メドレー 2:23.33 笠原　優大朗 志村五中 平成21年
２００M　メドレーリレー 2:06.01 志村五中 平成21年
２００M　フリーリレー 1:52.44 志村五中 平成21年

中学女子
　５０M　自由形 29.62 若色　夏子 志村一中 平成22年
１００M　自由形 1:03.26 田中　咲和子 家政大附中 平成20年
　５０M　平泳ぎ 35.18 山本　芽依 赤塚一中 平成20年
１００M　平泳ぎ 1:19.08 伊藤　菜七 加賀中 平成22年
　５０M　背泳ぎ 32.75 若色　夏子 志村一中 平成21年
１００M　背泳ぎ 1:08.31 庄司　咲美 志村五中 平成21年
　５０M　バタフライ 31.75 岡　　 美奈実 赤塚三中 平成20年
１００M　バタフライ 1:10.27 岡　　 美奈実 赤塚三中 平成20年
２００M　個人メドレー 2:35.85 須田　奈美 志村五中 平成20年
２００M　メドレーリレー 2:13.36 家政大附中 平成20年
２００M　フリーリレー 2:04.22 家政大附中 平成20年



一般男子
　５０M　自由形 25.87 松川　和生 カルチャー 平成22年
１００M　自由形 59.03 平岩　直樹 西台力泳会 平成21年
　５０M　平泳ぎ 31.20 山上　勝士 カルチャー 平成22年
１００M　平泳ぎ 1:12.06 竹内　啓二 カルチャー 平成22年
　５０M　背泳ぎ 25.60 足立　哲 酔泳会 平成22年
１００M　背泳ぎ 57.07 足立　哲 酔泳会 平成22年
　５０M　バタフライ 27.44 宮下　正 酔泳会 平成21年
１００M　バタフライ 58.39 杉本　誠二 酔泳会 平成22年
２００M　個人メドレー 2:15.57 石塚　大輝 SF 平成21年
２００M　メドレーリレー 1:55.49 酔泳会 平成22年
２００M　フリーリレー 1:42.08 酔泳会 平成22年

一般女子
　５０M　自由形 28.86 黒川　真妃 家政大附高 平成22年
１００M　自由形 1:01.81 黒川　真妃 家政大附高 平成22年
　５０M　平泳ぎ 35.44 土居﨑　由樹 家政大附高 平成21年
１００M　平泳ぎ 1:17.27 土居﨑　由樹 家政大附高 平成21年
　５０M　背泳ぎ 34.74 武田　有里 酔泳会 平成20年
１００M　背泳ぎ 1:13.67 須田　奈美 板橋有徳 平成21年
　５０M　バタフライ 31.29 斉藤　菜那 北園高校 平成22年
１００M　バタフライ 1:23.06 田中　千裕 北園高校 平成22年
２００M　個人メドレー 2:34.84 須田　奈美 板橋有徳 平成21年
２００M　メドレーリレー 2:15.66 家政大附高 平成22年
２００M　フリーリレー 2:02.94 家政大附高 平成22年

壮年男子（５０M）
自由形 ３０代 26.44 清水　傑 常盤台ｓｓ 平成22年

４０代 26.62 佐野　賢吉 深澤米店 平成22年
５０代 27.66 堀内　行夫 板税マスタ 平成20年
６０歳以上 31.87 星野　稔 カラオケ雅 平成22年

平泳ぎ ３０代 34.25 榊原　幸治 深澤米店 平成21年
４０代 36.07 西村　功 平成21年
５０代 36.07 西村　功 平成22年
６０歳以上 42.45 寺島　滋 板税マスタ 平成22年

背泳ぎ ３０代 31.90 大畑　鉄平 深澤米店 平成22年
４０代 31.77 小泉　輝人 冨士光石材 平成20年
５０代 42.42 竹谷　美明 平成21年
６０歳以上 37.30 星野　稔 カラオケ雅 平成22年

バタフライ ３０代 26.17 杉本　誠二 酔泳会 平成22年
４０代 30.93 吉田　耕一 平成22年
５０代 31.02 堀内　行夫 板税マスタ 平成20年
６０歳以上 35.77 吉田　武芳 平成21年

壮年女子（５０Ｍ）
自由形 ３０代 30.69 宮里　美保子 西台力泳会 平成22年

４０代 32.07 古川　真理子 板橋水連 平成20年
５０代 39.49 磯川　みゆき 酔泳会 平成21年
６０歳以上 41.13 須田　博子 田柄 平成21年

平泳ぎ ３０代 42.05 髙木　かほり 酔泳会 平成20年
４０代 41.58 田中　典子 西台力泳会 平成21年
５０代 50.48 松木　真知子 酔泳会 平成22年
６０歳以上 58.07 林　　 美枝子 西台力泳会 平成21年

背泳ぎ ３０代 34.89 宮里　恭子 西台力泳会 平成21年
４０代 38.47 片桐　めぐみ 平成20年
５０代 46.05 久保田　眞理 コナミ成増 平成20年
６０歳以上 54.36 山本　久美栄 コナミ成増 平成20年

バタフライ ３０代 41.62 野瀬　祐子 平成20年
４０代 38.49 菊地　真穂 板橋水連 平成22年
５０代 44.63 磯川　みゆき 酔泳会 平成22年
６０歳以上 48.63 山本　久美栄 コナミ成増 平成20年
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