
タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　　No.１　女子中学　２００ｍメドレーリレー　

1 赤塚一中 2:18:88

2 家政大附中 2:19:10

志村五中 棄権

　　　No.２　男子中学　２００ｍメドレーリレー　

1 志村五中 2:06:01 大会新（短）

2 西台力泳会 2:17:66

3 志村二中 2:21:18

4 志村四中 2:40:79

　　　No.３　女子小学４年　５０ｍ背泳ぎ

（No ｅｎｔｒｙ）

　　　No.４　男子小学４年　５０ｍ背泳ぎ

1 佐藤 弘基 成増小 0:38:81 大会新（短）

2 佐藤 大惟工 成増小 0:39:32 大会新（短）
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　　No.５　女子小学５年　５０ｍ背泳ぎ

1 山崎 萌 弥生小 0:38:44 大会新（短）

2 窪田 ゆきの 中根橋小 0:42:73

3 小川 夏生 0:47:40

4 阿部 美遥 グッピー 0:56:11

服部 萌々里 下赤塚小 棄権

　　　No.６　男子小学５年　５０ｍ背泳ぎ

1 赤澤 有慈 徳丸小 0:40:08

2 小松崎 悟史 前野小 0:48:70

3 菅野 大樹 下赤塚小 0:50:06

4 斎藤 優哉 板橋水連 0:53:45

5 岡田 虎治 0:55:76

6 中村 勇大 板橋水連 0:55:77

7 西沢 陸 板橋水連 0:55:86

8 青木 那唯斗 板橋水連 0:59:69

9 古川 雄大 板橋水連 1:05:43

　　　No.７　女子小学６年　５０ｍ背泳ぎ

1 岩渕 南美 徳丸小 0:39:71

2 岡野 七海 徳丸小 0:45:65

嶋津 采子 西台力泳会 棄権

　　　No.８　男子小学６年　５０ｍ背泳ぎ

小泉 光太朗 冨士光石材 棄権
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　　No.９　女子中学　５０ｍ背泳ぎ

1 若色 夏子 志村一中 0:32:75 大会新（短）

2 佐藤 好美 赤塚一中 0:34:42

3 笹木 ひかり 向原中 0:45:01

4 岩田 裕子 西台中 0:47:16

5 寺山 夏実 家政大附中 0:47:32

6 風祭 真奈 ICSC 0:51:95

7 須藤 美幸 家政大附中 0:52:93

織部 礼菜 家政大附中 棄権

小泉 美季 冨士光石材 棄権

髙山 彩貴 家政大附中 棄権

小松崎 由夏 上板三中 棄権

簗場 祐季 家政大附中 棄権

　　No.10　男子中学　５０ｍ背泳ぎ

1 神尾 翔真 ICSC 0:34:29 大会新（短）

2 石井 駿光 西台力泳会 0:38:53 大会新（短）

　　No.１1　女子中学　１００ｍ背泳ぎ

1 庄司 咲美 志村五中 1:08:31 大会新（短）

2 大森 珠美 赤塚一中 1:16:47

3 岡本 夏葉 家政大附中 1:18:54

　　No.１２　男子中学　１００ｍ背泳ぎ

1 須田 秀彦 志村五中 1:08:23 大会新（短）

2 石井 駿光 西台力泳会 1:15:86

3 嶋津 昌之 西台力泳会 1:33:13
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.１３　女子中学　２００ｍ個人メドレー

1 森川 真帆 星野学園中 3:02:15

青木 玲緒樹 私立武蔵野 棄権

駒場 衿香 志村五中 棄権

関 真里花 志村五中 棄権

　　No.１４　男子中学　２００ｍ個人メドレー

1 笠原 優大朗 志村五中 2:23:33 大会新（短）

2 本間 俊吾 西台中 2:26:94 大会新（短）

3 ナジミ ダニエル 志村五中 2:32:85

4 高橋 勇多 志村五中 2:56:34

牧野 良祐 西台中 失格

　　No.１５　女子中学　１００ｍ平泳ぎ

1 永井 佑佳 家政大附中 1:19:92 大会新（短）

2 安藤 ななみ 家政大附中 1:40:14

3 高橋 紀子 志村五中 1:42:43

4 相澤 薫愛 家政大附中 1:46:08

5 高久 奈瑠美 家政大附中 1:49:71

6 飯島 妃愛珠 家政大附中 1:52:11

7 小澤 佳世子 家政大附中 1:52:86

8 内野 美咲 家政大附中 1:54:57

9 田島 慎子 家政大附中 1:56:19

10 草水 亜美 家政大附中 1:56:96

11 小此木 愛実 家政大附中 2:10:47

青木 玲緒樹 私立武蔵野 棄権

上田 紗也佳 家政大附中 棄権

関 真里花 志村五中 棄権

　　No.１６　男子中学　１００ｍ平泳ぎ

1 本間 俊吾 西台中 1:16:20 大会新（短）

2 ナジミ ダニエル 志村五中 1:16:47 大会新（短）

3 板橋 桜大 西台力泳会 1:17:21 大会新（短）

4 中太 海斗 志村五中 1:29:86

長尾 弘夢 志村四中 棄権

山田 昇平 志村四中 失格
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.１７　女子小学４年　５０ｍ自由形

1 小山 由衣 成増ヶ丘小 0:32:05

2 佐野 瑞歩 深澤米店 0:36:65

3 中谷 彩乃 ICSC 0:36:84

4 片岡 理穂 前野小 0:45:83

5 鹿野 はるき 0:52:15

高橋 優花 グッピー 棄権

　　No.１８　男子小学４年　５０ｍ自由形

1 佐藤 弘基 成増小 0:34:18

2 佐藤 大惟工 成増小 0:34:90

3 石山 竜成 0:37:33

4 髙木 直仁 ICSC 0:40:19

5 足立 圭祐 徳丸小 0:44:47

6 岡野 滉樹 深澤米店 0:47:03

上遠野 空稀 板橋水連 棄権

　　No.１９　女子小学５年　５０ｍ自由形

1 常盤 怜以 常盤台小 0:30:96 大会新（短）

2 山崎 萌 弥生小 0:33:78

3 貝原 海帆 成増小 0:35:30

4 吉澤 彩花 志村六小 0:37:11

5 窪田 ゆきの 中根橋小 0:37:22

6 今井 思美 0:39:23

7 風間 咲希 板橋水連 0:40:60

8 小川 夏生 0:41:86

9 武田 藍奈 前野小 0:43:48

10 片岡 穂佳 前野小 0:50:02

服部 萌々里 下赤塚小 棄権

　No.２０　男子小学５年　５０ｍ自由形

1 岩船 風雅 北野小 0:29:55 大会新（短）

2 齋藤 功大 徳丸小 0:30:73 大会新（短）

3 田中 佑典 前野小 0:33:08

4 元田 隼斗 紅梅小 0:33:26

5 小松崎 悟史 前野小 0:38:93

6 髙橋 繁貴 コナミ 0:39:36

7 斎藤 優哉 板橋水連 0:41:66

8 石井 巧 赤塚小 0:44:98

9 菅野 大樹 下赤塚小 0:46:56

10 仲宗根 駿佑 0:48:27

11 仲宗根 亮佑 0:50:84
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.２１　女子小学６年　５０ｍ自由形

1 井上 樹 成増ヶ丘小 0:29:49

2 岩渕 南美 徳丸小 0:32:30

3 ライチェル 海遥 0:33:91

4 岡野 七海 徳丸小 0:38:88

5 小林 明日香 徳丸小 0:39:26

6 守安 日奈乃 徳丸小 0:39:65

7 原 瑞保 徳丸小 0:40:60

8 野崎 文緒 板橋水連 0:50:10

9 杉山 比菜 高島二小 0:52:38

　　No.２２　男子小学６年　５０ｍ自由形

1 植木 嵐 徳丸小 0:33:53

2 笠原 慶亮 下赤塚小 0:38:50

3 竹内 優太 徳丸小 0:59:84

小泉 光太朗 冨士光石材 棄権
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.２３　女子中学　５０ｍ自由形

1 黒澤　陽子 加賀中 0:30:08

2 加瀬　寧音 赤塚一中 0:30:88

3 山内　愛水 ICSC 0:30:95

4 塚本　亜弥 中台中 0:31:03

5 藤本　由惟 赤塚一中 0:32:08

6 大森　珠美 赤塚一中 0:32:11

7 福壽　霞 家政大附中 0:32:39

8 金井　沙莉亜 家政大附中 0:32:40

9 田川　夏海 西台中 0:33:96

10 藤井　晶乃 家政大附中 0:34:80

11 笹木　ひかり 向原中 0:36:56

12 小原　春菜 志村四中 0:37:24

13 吉田　ひかり 西台中 0:37:33

14 内田　早紀 家政大附中 0:37:44

15 下川　陽向子 家政大附中 0:38:42

16 鈴木　千智 家政大附中 0:38:71

17 秋本　菜摘 家政大附中 0:38:78

18 鈴木　佳菜 家政大附中 0:39:02

19 寺山　夏実 家政大附中 0:39:35

20 高橋　琴美 家政大附中 0:40:08

21 竹前　美希 西台中 0:40:39

22 朝倉　里香 家政大附中 0:40:60

23 白木　里奈 0:41:11

24 植田　有紀 家政大附中 0:41:53

25 田邉　瑞季 家政大附中 0:41:90

26 粕谷　寧々 家政大附中 0:42:03

27 高木　紫帆 家政大附中 0:42:45

28 飯島　妃愛珠 家政大附中 0:43:10

29 北島　真生 家政大附中 0:44:90

30 井原　梨花 家政大附中 0:45:06

31 宇田川　真依 家政大附中 0:45:15

32 柳瀬　しずく 志村四中 0:45:64

33 奥山　めぐみ 家政大附中 0:53:42

大場　麻由 家政大附中 棄権

岡本　奈実 志村四中 棄権

織部　礼菜 家政大附中 棄権

小松崎　由夏 上板三中 棄権

髙山　彩貴 家政大附中 棄権

藤沢　真希 家政大附中 棄権
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.２４　男子中学　５０ｍ自由形

1 山村　捷人 西台力泳会 0:27:02 大会新（短）

2 星野　慧樹 志村四中 0:28:37 大会新（短）

3 宮原　礁太 志村二中 0:29:05 大会新（短）

4 原　晃太 ICSC 0:29:34 大会新（短）

5 石山　竜平 赤塚一中 0:29:71 大会新（短）

6 岩上　大志 志村二中 0:30:08

7 嶋津　昌之 西台力泳会 0:31:28

8 元田　力斗 西台中 0:31:36

9 市橋　渉 西台中 0:32:23

10 松本　航 西台中 0:32:41

11 高橋　優 西台中 0:32:94

12 松原　良樹 西台力泳会 0:33:20

13 鈴木　隆寛 西台力泳会 0:34:00

14 大狭　仁祐 赤塚一中 0:34:81

15 南雲　直人 志村五中 0:35:07

16 浦嶋　涼介 西台中 0:35:57

17 長内　拓馬 西台中 0:36:62

18 久野　亮 西台中 0:37:34

19 酒井　柾輝 西台中 0:37:57

20 佐々木　亮太 志村五中 0:37:67

21 中原　正人 西台中 0:38:69

22 青柳　陸 志村四中 0:40:54
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.２５　女子中学　１００ｍバタフライ

1 庄司　咲美 志村五中 1:10:87

2 髙木　眞友子 ICSC 1:13:41

3 宇佐見　瑛摩 1:16:94

4 南雲　由布子 志村五中 1:22:18

　　No.２６　男子中学　１００ｍバタフライ

1 関根　将太 志村五中 1:02:94 大会新（短）

　　No.２７　女子小学４年　５０ｍ平泳ぎ

1 片岡　理穂 前野小 1:03:19

湯澤　菜月 徳丸小 棄権

　　No.２８　男子小学４年　５０ｍ平泳ぎ

1 倉持　匠 志村二小 0:39:91 大会新（短）

2 髙木　直仁 ICSC 0:50:41

3 石山　竜成 0:51:55

4 多田　竜之介 志村四小 0:55:60

5 村上　紘哉 1:01:55

上遠野　空稀 板橋水連 棄権
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.２９　女子小学５年　５０ｍ平泳ぎ

1 貝原　海帆 成増小 0:46:64

2 風間　咲希 板橋水連 0:54:46

3 若菜　千裕 グッピー 0:55:26

4 武田　藍奈 前野小 0:58:37

5 片岡　穂佳 前野小 1:10:84

　　No.３０　男子小学５年　５０ｍ平泳ぎ

1 伊達　主真 前野小 0:40:12 大会新（短）

2 齋藤　功大 徳丸小 0:40:74 大会新（短）

3 相賀　駿作 志村小 0:48:78

4 西沢　陸 板橋水連 0:56:37

5 青木　那唯斗 板橋水連 0:59:44

6 石井　巧 赤塚小 1:00:10

7 中村　勇大 板橋水連 1:04:83

8 古川　雄大 板橋水連 1:08:49

仲宗根　亮佑 棄権

　　No.３１　女子小学６年　５０ｍ平泳ぎ

1 井上　樹 成増ヶ丘小 0:37:50

2 守屋　彦乃 板橋九小 0:43:28

3 ライチェル　海遥 0:44:94

4 森川　琴 紅梅小 0:44:99

5 守安　日奈乃 徳丸小 0:48:94

6 杉山　比菜 高島二小 1:01:49

嶋津　采子 西台力泳会 棄権

　　No.３２　男子小学６年　５０ｍ平泳ぎ

1 前川　優哉 加賀小 0:42:82

2 植木　嵐 徳丸小 0:46:09

3 笠原　慶亮 下赤塚小 0:50:80
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.３３　女子中学　５０ｍ平泳ぎ

1 永井　佑佳 家政大附中 0:37:06

2 田川　夏海 西台中 0:42:81

3 小原　春菜 志村四中 0:47:27

4 内田　香織 家政大附中 0:48:11

5 原　実咲 家政大附中 0:49:12

6 山崎　真生子 家政大附中 0:52:48

7 吉田　ひかり 西台中 0:52:94

8 三島　奈々 家政大附中 0:53:18

9 白木　里奈 0:55:35

10 秋本　菜摘 家政大附中 0:56:01

11 風祭　真奈 ICSC 0:58:34

12 田邉　瑞季 家政大附中 0:58:76

13 立石　幸奈 家政大附中 1:00:07

小泉　美季 冨士光石材 棄権

藤沢　真希 家政大附中 棄権

　　No.３４　男子中学　５０ｍ平泳ぎ

1 板橋　桜大 西台力泳会 0:35:80 大会新（短）

2 石山　竜平 赤塚一中 0:35:96 大会新（短）

3 宮原　礁太 志村二中 0:36:72 大会新（短）

4 原　晃太 ICSC 0:37:60 大会新（短）

5 齋藤　拓海 志村二中 0:37:97 大会新（短）

6 中太　海斗 志村五中 0:41:03

7 山田　昇平 志村四中 0:41:11

8 多田　鉄平 志村二中 0:42:02

9 相賀　紀宏 志村四中 0:42:48

10 坂向　杏平 西台中 0:45:84

11 佐々木　亮太 志村五中 0:48:12

12 澤口　賢 西台中 0:54:39

長尾　弘夢 志村四中 棄権

牧野　良祐 西台中 失格
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.３５　女子中学　１００ｍ自由形

1 黒澤　陽子 加賀中 1:05:94

2 佐藤　好美 赤塚一中 1:07:15

3 常盤　真葵 上板一中 1:07:49

4 田中　咲和子 家政大附中 1:08:95

5 藤本　由惟 赤塚一中 1:10:05

6 南雲　由布子 志村五中 1:11:26

7 金井　沙莉亜 家政大附中 1:12:67

8 中島　邦華 家政大附中 1:13:43

9 岡本　夏葉 家政大附中 1:14:46

10 山田　実季 家政大附中 1:21:50

11 藤井　晶乃 家政大附中 1:22:05

12 高橋　紀子 志村五中 1:22:88

13 内田　早紀 家政大附中 1:25:58

14 岩田　裕子 西台中 1:27:31

15 田中　万里恵 家政大附中 1:29:55

16 高橋　琴美 家政大附中 1:30:20

17 岩沢　珠子 家政大附中 1:31:15

18 村上　晴香 志村四中 1:36:60

19 高木　紫帆 家政大附中 1:39:37

駒場　衿香 志村五中 棄権

　　No.３６　男子中学　１００ｍ自由形

1 関根　将太 志村五中 0:58:46 大会新（短）

2 笠原　優大朗 志村五中 0:58:60 大会新（短）

3 須田　秀彦 志村五中 1:00:00 大会新（短）

4 神尾　翔真 ICSC 1:05:89

5 元田　力斗 西台中 1:07:54

6 高橋　勇多 志村五中 1:13:50

7 南雲　直人 志村五中 1:18:88

8 遠藤　孝典 志村四中 1:32:21
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.３７　女子小学４年　５０ｍバタフライ

1 小山　由衣 成増ヶ丘小 0:37:23

2 中谷　彩乃 ICSC 0:43:48

3 佐野　瑞歩 深澤米店 0:44:18

　　No.３８　男子小学４年　５０ｍバタフライ

1 倉持　匠 志村二小 0:34:31 大会新（短）

　　No.３９　女子小学５年　５０ｍバタフライ

1 常盤　怜以 常盤台小 0:34:87 大会新（短）

2 今井　思美 0:45:35

　　No.４０　男子小学５年　５０ｍバタフライ

1 岩船　風雅 北野小 0:32:78 大会新（短）

2 赤澤　有慈 徳丸小 0:35:49 大会新（短）

3 元田　隼斗 紅梅小 0:37:52 大会新（短）

4 田中　佑典 前野小 0:38:43 大会新（短）

5 伊達　主真 前野小 0:41:92 大会新（短）

6 髙橋　繁貴 コナミ 0:46:50 大会新（短）

7 仲宗根　駿佑 1:03:91

　　No.４１　女子小学６年　５０ｍバタフライ

1 守屋　彦乃 板橋九小 0:35:65

2 森川　琴 紅梅小 0:42:06

3 小林　明日香 徳丸小 0:45:63

4 原　瑞保 徳丸小 0:50:57

　　No.４２　男子小学６年　５０ｍバタフライ

(No entry)
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.４３　女子中学　５０ｍバタフライ

1 若色　夏子 志村一中 0:32:45

2 髙木　眞友子 ICSC 0:32:80

3 塚本　亜弥 中台中 0:33:78

4 山内　愛水 ICSC 0:33:95

5 常盤　真葵 上板一中 0:34:38

6 加瀬　寧音 赤塚一中 0:35:20

7 田中　咲和子 家政大附中 0:35:60

8 宇佐見　瑛摩 0:36:11

9 森川　真帆 星野学園中 0:36:57

10 中島　邦華 家政大附中 0:37:30

11 岡田　優希 志村四中 0:45:91

12 多賀　彩香 西台中 0:52:07

　　No.４４　男子中学　５０ｍバタフライ

1 星野　慧樹 志村四中 0:30:06 大会新（短）

2 山村　捷人　 　 西台力泳会 0:31:05 大会新（短）

3 齋藤　拓海 志村二中 0:34:06

4 岩上　大志 志村二中 0:34:08

5 松原　良樹 西台力泳会 0:37:30

6 青柳　陸 志村四中 0:52:26

　　No.４５　女子中学　２００ｍフリーリレー

1 赤塚一中 2:04:92

2 家政大附中 2:06:87

3 志村四中 2:51:57

志村五中 棄権

　　　　

　　No.４６　男子中学　２００ｍフリーリレー

1 志村五中 1:52:44 大会新（短）

2 志村二中 2:01:82

3 西台力泳会 2:02:61

4 志村四中 2:18:32
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.４７　女子一般　２００ｍメドレーリレー

1 家政大附高 2:15:96 大会新（短）

2 板橋有徳 2:35:10

3 東板水泳部 3:03:95

　　No.４８　男子一般　２００ｍメドレーリレー

1 深澤米店 1:59:73 大会新（短）

2 ＳＦ 2:02:78

3 酔泳会 2:07:70

4 北園高校 2:15:54

5 東板水泳部 2:45:02

大貫 棄権

　　No.４９　女子壮年３０代　５０ｍ背泳ぎ

1 宮里　恭子 西台力泳会 0:34:89 大会新（短）

2 田沼　貴子 東板水泳部 0:47:18

　　No.５０　壮年男子３０代　５０ｍ背泳ぎ

1 秋山　智輝 深澤米店 0:33:34 大会新（短）

2 宮下　栄之 酔泳会 0:34:08

3 本田　裕彦 深澤米店 0:34:92

4 三松　義幸 HRC 0:45:19
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.５１　女子壮年４０代　５０ｍ背泳ぎ

(No entry)

　　No.５２　壮年男子４０代　５０ｍ背泳ぎ

1 金森　祐一 深澤米店 0:33:59

2 吉田　耕一 0:38:69

3 小林　有 東板水泳部 0:44:96

小泉　輝人 冨士光石材 棄権

　　No.５３　女子壮年５０代　５０ｍ背泳ぎ

1 磯川　みゆき 酔泳会 0:47:08

2 星野　佐恵子 東板水泳部 0:50:51

3 田代　奈緒子 酔泳会 1:00:72

霜村　裕子 HRC 棄権

　　No.５４　壮年男子５０代　５０ｍ背泳ぎ

1 竹谷　美明 0:42:42 大会新（短）

2 丸茂　慶則 東板水泳部 0:48:53

3 渡邊　耕造 0:53:58

4 芝﨑　眞吾 1:06:62

　　No.５５　女子壮年６０歳以上　５０ｍ背泳ぎ

1 柴田　幸子 酔泳会 1:03:30

　　No.５６　壮年男子６０歳以上　５０ｍ背泳ぎ

1 星野　稔 0:38:48

2 石塚　勝 ロング 0:52:33

3 都筑　実 1:05:64
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.５７　女子一般　５０ｍ背泳ぎ

1 清水　有沙 家政大附高 0:39:34

2 星野　咲葵 板橋有徳 0:41:38

3 瀬間　晴美 東板水泳部 0:46:98

　　No.５８　男子一般　５０ｍ背泳ぎ

1 久保　雄志 酔泳会 0:29:26

2 若平　聡 ＳＦ 0:31:88

福澤　将宣 ＳＦ 棄権

　　No.５９　女子一般　１００ｍ背泳ぎ

1 須田　奈美 板橋有徳 1:13:67 大会新（短）

2 清水　有沙 家政大附高 1:23:60

3 遠藤　さやか 家政大附高 1:26:15

4 三輪　耶奈海 家政大附高 1:30:87

平井　梨沙 家政大附高 棄権

　　No.６０　男子一般　１００ｍ背泳ぎ

1 久保　雄志 酔泳会 1:04:34 大会新（短）

2 金森　祐一 深澤米店 1:16:24
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.６１　女子一般　2００ｍ個人メドレー

1 須田　奈美 板橋有徳 2:34:84 大会新（短）

2 黒川　真妃 家政大附高 2:35:23 大会新（短）

3 古瀨　友子 家政大附高 2:47:64

4 金子　楓 家政大附高 2:53:73

5 高橋　幸 家政大附高 2:59:04

田中　成美 西台力泳会 棄権

　　No.６２　男子一般　2００ｍ個人メドレー

1 石塚　大輝 ＳＦ 2:15:57 大会新（短）

2 荒井　健一 西台力泳会 2:51:87

福澤　将宣 ＳＦ 棄権

　　　　No.６３　女子一般　１００ｍ平泳ぎ

1 土居﨑　由樹 家政大附高 1:17:27 大会新（短）

2 本多　桃子 板橋有徳 1:29:78

3 矢﨑　実乃里 家政大附高 1:30:96

4 遠藤　さやか 家政大附高 1:33:33

5 天池　澄乃 家政大附高 1:42:65

6 渡辺　史奈 家政大附高 1:48:80

　　No.６４　男子一般　１００ｍ平泳ぎ

1 高橋　裕太 SF 1:19:69 大会新（短）

2 西村　功 1:21:14 大会新（短）

3 林　純一 深澤米店 1:21:41 大会新（短）

4 加地　隆史 酔泳会 1:21:87 大会新（短）

5 小泉　修 酔泳会 1:22:96

6 渡辺　雄太 北園高校 1:24:71

7 浅川　直 大貫 1:27:80

8 荒井　央人 酔泳会 1:34:83

公地　将大 大貫 棄権

18 / 30 ページ



タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.６５　女子壮年３０代　５０ｍ自由形

1 今野　聡子 酔泳会 0:36:64

2 河内　彩香 東板水泳部 0:37:52

3 瓜生　佐佳 東板水泳部 0:40:76

　　No.６６　壮年男子３０代　５０ｍ自由形

1 佐野　賢吉 深澤米店 0:26:79 大会新（短）

2 山内　伸浩 ワイワイ 0:27:21 大会新（短）

3 海老原　大輔 深澤米店 0:27:94

4 中嶋　健二 HRC 0:28:30

5 山岡　裕和 酔泳会 0:28:43

6 石山　毅 0:28:50

7 本田　裕彦 深澤米店 0:28:66

8 高山　二郎 深澤米店 0:28:89

9 平田　博之 酔泳会 0:29:22

10 秋山　智輝 深澤米店 0:29:67

11 川端　邦武 0:29:98

12 坂本　仁 深澤米店 0:30:54

13 古屋　俊一 酔泳会 0:30:67

14 岡野　慶太 深澤米店 0:30:90

15 竹盛　暁啓 クラゲさん 0:31:18

16 川島　勉 深澤米店 0:31:90

17 岩崎　友敬 クラゲさん 0:32:10

18 清水　克太郎 西台力泳会 0:32:16

19 佐藤　健二 クラゲさん 0:33:57

20 木原　太郎 HRC 0:34:11

21 鈴木　盛太郎 束原商事 0:34:83

22 野口　晋祐 束原商事 0:36:92

礒村　知宏 深澤米店 棄権
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.６７　女子壮年４０代　５０ｍ自由形

1 秋元　美乃 0:44:39

　　No.６８　壮年男子４０代　５０ｍ自由形

1 深澤　健夫 深澤米店 0:28:35 大会新（短）

2 藤田　秀磨 SF 0:31:92

3 松本　忠 0:32:50

4 米田　稔彦 東板水泳部 0:32:91

5 田島　宗樹 0:34:31

6 渡辺　幸一 束原商事 0:36:05

7 市川　孝 束原商事 0:36:55

岩渕　東民 棄権

遠藤　康 棄権

保坂　一博 棄権

　　No.６９　女子壮年５０代　５０ｍ自由形

1 磯川　みゆき 酔泳会 0:39:49 大会新（短）

2 右近　美和子 ロング 0:41:20 大会新（短）

3 田代　奈緒子 酔泳会 0:42:06

4 大月　幸子 酔泳会 0:43:50

5 佐藤　直代 西台力泳会 0:45:33

6 星野　佐恵子 東板水泳部 0:45:92

　　No.７０　壮年男子５０代　５０ｍ自由形

1 嶋津　公久 西台力泳会 0:32:94

2 原口　裕二 酔泳会 0:35:16

3 丸茂　慶則 東板水泳部 0:35:42

田代　裕一 酔泳会 棄権

田中　正徳 酔泳会 棄権

前島　良三 棄権
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.７１　女子壮年６０歳以上　５０ｍ自由形

1 須田　博子 田柄 0:41:13 大会新（短）

2 三井田　美三子 西台力泳会 0:43:08 大会新（短）

3 高橋　昭子 酔泳会 0:51:30

4 川端　恭子 西台力泳会 0:54:44

5 柴田　幸子 酔泳会 0:55:32

6 正本　公子 板橋水連 1:14:37

小田川　美恵子 西台力泳会 棄権

　　No.７２　壮年男子６０歳以上　５０ｍ自由形

1 星野　稔 0:32:60 大会新（短）

2 吉田　武芳 0:34:34

3 境田　敏明 板橋水連 1:12:88
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.７３　女子一般　５０ｍ自由形

1 熊崎　沙耶 家政大附高 0:30:99

2 飯塚　麻紀 家政大附高 0:32:42

3 福島　千愛 家政大附高 0:33:05

4 影山　暁華 家政大附高 0:33:35

5 草島　江梨子 家政大附高 0:33:71

6 桒尾　真由美 SF 0:33:88

7 桒尾　めぐみ SF 0:34:15

8 加藤　玲奈 家政大附高 0:35:23

9 佐藤　風花 家政大附高 0:35:64

10 根岸　真梨奈 家政大附高 0:35:90

11 山田　真緒 家政大附高 0:36:21

12 星野　咲葵 板橋有徳 0:36:26

13 本田　絢子 家政大附高 0:36:53

14 藤掛　沙織 東板水泳部 0:36:67

15 手島　智美 家政大附高 0:37:30

16 石島　愛 板橋有徳 0:37:92

17 相内　夏美 北園高校 0:38:13

18 野呂　奈央 家政大附高 0:38:25

19 杵鞭　真菜 家政大附高 0:38:71

20 瀬間　晴美 東板水泳部 0:39:24

21 鈴木　智美 家政大附高 0:39:52

22 小宮山　なつみ 家政大附高 0:42:56

23 水元　うらら 北園高校 0:44:94

山本　恵美 家政大附高 棄権
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.７４　男子一般　５０ｍ自由形

1 宮下　正 酔泳会 0:26:28

2 須田　直弥 板橋有徳 0:27:07

3 川端　孝明 大貫 0:28:72

4 渡辺　雄太 北園高校 0:28:94

5 西森　翔太 板橋有徳 0:29:11

6 大鳥居　友樹 北園高校 0:29:68

7 大澤　寿也 板橋有徳 0:31:72

8 田村　承重 大山高校 0:34:33

9 永瀬　薫 大山高校 0:34:34

10 小島　一浩 0:35:10

11 松澤　翼 大山高校 0:43:48

神里　伸彦 板橋有徳 棄権

公地　将大 大貫 棄権

齋藤　裕太 北園高校 棄権

鈴木　智道 北園高校 棄権

野村　郁人 板橋有徳 棄権

松本　翔 板橋有徳 棄権

三橋　高志 大貫 棄権

渡辺　健太郎 大山高校 棄権

渡辺　紗俊 酔泳会 棄権

　　No.７５　女子一般　１００ｍバタフライ

平井　梨沙 家政大附高 棄権

　　No.７６　男子一般　１００ｍバタフライ

1 石塚　大輝 SF 0:59:80 大会新（短）
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.７７　女子壮年３０代　５０ｍ平泳ぎ

1 田沼　貴子 東板水泳部 0:51:71

2 瓜生　佐佳 東板水泳部 0:54:54

　　No.７８　壮年男子３０代　５０ｍ平泳ぎ

1 榊原　幸治 深澤米店 0:34:25 大会新（短）

2 深澤　俊二 深澤米店 0:35:79 大会新（短）

3 山岡　裕和 酔泳会 0:36:67

4 海老原　大輔 深澤米店 0:36:90

5 林　純一 深澤米店 0:37:12

6 加地　隆史 酔泳会 0:37:24

7 守永　浩之 0:37:74

8 川端　邦武 0:39:09

9 束原　照次 束原商事 0:41:34

10 鈴木　盛太郎 束原商事 0:42:71

11 荒井　央人 酔泳会 0:43:52

12 古屋　俊一 酔泳会 0:44:56

13 西崎　正彦 東板水泳部 0:45:57

14 野口　晋祐 束原商事 0:52:84

霜村　裕寛 HRC 棄権

　　No.７９　女子壮年４０代　５０ｍ平泳ぎ

1 田中　典子 西台力泳会 0:41:58 大会新（短）

2 菊地　真穂 板橋水連 0:43:00 大会新（短）

3 秋元　美乃 0:57:72

　　No.８０　壮年男子４０代　５０ｍ平泳ぎ

1 西村　功 0:36:07 大会新（短）

2 小泉　修 酔泳会 0:37:10

3 田島　宗樹 0:39:30

4 赤嶺　虎之助 束原商事 0:42:86

5 渡辺　幸一 束原商事 0:44:88

6 杉田　寛 0:50:04

岩渕　東民 棄権
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.８１　女子壮年５０代　５０ｍ平泳ぎ

1 松木　真知子 酔泳会 0:51:98 大会新（短）

2 大月　幸子 酔泳会 0:52:14 大会新（短）

　　No.８２　壮年男子５０代　５０ｍ平泳ぎ

1 嶋津　公久 西台力泳会 0:40:78 大会新（短）

2 原口　裕二 酔泳会 0:43:10

3 渡邊　耕造 0:45:98

4 残間　豊 東板水泳部 0:47:20

田代　裕一 酔泳会 棄権

田中　正徳 酔泳会 棄権

中路　孝博 失格

　　No.８３　女子壮年６０歳以上　５０ｍ平泳ぎ

1 林　美枝子 西台力泳会 0:58:07 大会新（短）

2 高橋　昭子 酔泳会 1:00:45

3 正本　公子 板橋水連 1:35:14

南　まさ 失格

　　No.８４　壮年男子６０歳以上　５０ｍ平泳ぎ

1 山口　博 SF 0:44:36

2 服部　宣孔 酔泳会 0:48:74

3 境田　敏明 板橋水連 1:45:50 ?
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.８５　女子一般　５０ｍ平泳ぎ

1 土居﨑　由樹 家政大附高 0:35:44 大会新（短）

2 古瀨　友子 家政大附高 0:42:14

3 高橋　幸 家政大附高 0:44:71

4 影山　暁華 家政大附高 0:45:98

5 鈴木　智美 家政大附高 0:47:52

6 福島　千愛 家政大附高 0:48:10

7 山田　真緒 家政大附高 0:48:67

8 根岸　真梨奈 家政大附高 0:50:08

9 佐藤　風花 家政大附高 0:51:08

10 野呂　奈央 家政大附高 0:51:22

11 手島　智美 家政大附高 0:53:61

12 杵鞭　真菜 家政大附高 0:53:96

13 小宮山　なつみ 家政大附高 0:54:35

　　No.８６　男子一般　５０ｍ平泳ぎ

1 川端　孝明 大貫 0:34:34 大会新（短）

2 高橋　裕太 SF 0:36:40

3 浅川　直 大貫 0:39:01

4 齋藤　裕太 北園高校 0:39:49

5 齋藤　雄太 酔泳会 0:40:63

6 小島　一浩 0:44:10

7 伊藤　剛士 大山高校 0:44:51

上岡　拓海 大山高校 棄権

近藤　恭平 北園高校 棄権

鈴木　智道 北園高校 棄権

羽石　和磨 大山高校 棄権

松本　翔 板橋有徳 棄権

村本　渚 大山高校 棄権

渡辺　健太郎 大山高校 棄権
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.８７　女子一般　１００ｍ自由形

1 黒川　真妃 家政大附高 1:03:22 大会新（短）

2 熊崎　沙耶 家政大附高 1:09:08

3 飯塚　麻紀 家政大附高 1:11:33

4 本多　桃子 板橋有徳 1:11:89

5 三輪　耶奈海 家政大附高 1:14:16

6 相田　由莉 家政大附高 1:22:26

7 木村　萌乃 家政大附高 1:33:37

田中　成美 西台力泳会 棄権

　　No.８８　男子一般　１００ｍ自由形

1 須田　直弥 板橋有徳 0:59:25

2 齋藤　雄太 酔泳会 1:00:98

3 上田　実 SF 1:07:31

三橋　高志 大貫 棄権

渡辺　紗俊 酔泳会 棄権

　　No.８９　女子壮年３０代　５０ｍバタフライ

1 河内　彩香 東板水泳部 0:42:53

　　No.９０　壮年男子３０代　５０ｍバタフライ

1 大畑　鉃兵 深澤米店 0:27:62 大会新（短）

2 山内　伸浩 ワイワイ 0:28:59 大会新（短）

3 大藤　大貴 深澤米店 0:29:98 大会新（短）

4 石山　毅 0:30:99

5 高山　二郎 深澤米店 0:31:88

6 宮下　栄之 酔泳会 0:33:24

7 平田　博之 酔泳会 0:33:31

8 西崎　正彦 東板水泳部 0:36:24

9 三松　義幸 HRC 0:38:38

10 束原　照次 束原商事 0:43:26

礒村　知宏 深澤米店 棄権

木原　太郎 HRC 棄権

27 / 30 ページ



タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.９１　女子壮年４０代　５０ｍバタフライ

1 菊地　真穂 板橋水連 0:38:85 大会新（短）

　　No.９２　壮年男子４０代　５０ｍバタフライ

1 吉田　耕一 0:31:62 大会新（短）

2 荒井　健一 西台力泳会 0:32:68

3 白石　哲也 HRC 0:34:68

4 小林　有 東板水泳部 0:39:02

5 遠藤　康 0:39:36

6 松本　忠 0:39:61

7 米田　稔彦 東板水泳部 0:40:51

8 赤嶺　虎之助 束原商事 0:41:46

市川　孝 束原商事 棄権

小泉　輝人 冨士光石材 棄権

　　　　No.９３　女子壮年５０代　５０ｍバタフライ

1 右近　美和子 ロング 0:48:61 大会新（短）

2 松木　真知子 酔泳会 0:53:24

　　No.９４　壮年男子５０代　５０ｍバタフライ

1 竹谷　美明 0:35:11

2 残間　豊 東板水泳部 0:47:24

3 芝﨑　眞吾 0:55:00
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.９５　女子壮年６０歳以上　５０ｍバタフライ

1 林　美枝子 西台力泳会 0:49:09

　　No.９６　壮年男子６０歳以上　５０ｍバタフライ

1 吉田　武芳 0:35:77 大会新（短）

2 石塚　勝 ロング 0:54:83

3 都筑　実 0:57:10

　　No.９７　女子一般　５０ｍバタフライ

1 金子　楓 家政大附高 0:35:34 大会新（短）

2 矢﨑　実乃里 家政大附高 0:37:99

3 桒尾　めぐみ SF 0:38:40

4 桒尾　真由美 SF 0:38:84

5 加藤　玲奈 家政大附高 0:39:20

6 藤掛　沙織 東板水泳部 0:42:01

7 本田　絢子 家政大附高 0:44:64

山本　恵美 家政大附高 棄権

　　No.９８　男子一般　５０ｍバタフライ

1 宮下　正 酔泳会 0:27:44 大会新（短）

2 梶山　智史 SF 0:29:50

3 石橋　篤季 北園高校 0:31:40
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タイムレース順位

順位 氏名 所属 タイム 棄権／失格 大会記録

　　No.９９　女子一般　２００ｍフリーリレー

1 家政大附高 2:03:07 大会新（短）

2 板橋有徳 2:13:83

3 東板水泳部 2:30:06

酔泳会 失格

　　No.１００　男子一般　２００ｍフリーリレー

1 酔泳会 1:48:60 大会新（短）

2 深澤米店 1:49:11 大会新（短）

3 SF 1:49:34

4 北園高校 1:58:04

5 クラゲさん 2:04:46

6 東板水泳部 2:12:89

板橋有徳 棄権

大貫 棄権
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