
名　　　前 所　　属 タ　イ　ム

1 小学男子Ａ ０１’２７”０６

2 小学男子Ｂ ０１’１１”２７

3 小学男子Ｃ ０１’０５”５８

4 小学女子Ａ ０１’２７”７９

5 小学女子Ｂ ０１’１０”６７

6 小学女子Ｃ ０１’０５”９９

7 小学男子Ａ 市川　将大 （レッド・スカイ） ００’１８”０８

8 小学男子Ｂ 安達　夏輝 （ももぐみ） ００’１５”０２

9 小学男子Ｃ 佐藤　真人 （個人） ００’１３”７５

10 小学女子Ａ 篠崎　朱里 （トピセカンド） ００’１７”５６

11 小学女子Ｂ 小川　桃 （トピガールズ） ００’１５”４８

12 小学女子Ｃ 丸岡　希星 （Ｉ．Ｓ．Ｆ) ００’１４”３９

13 小学男子Ａ 相高　平蔵 （くろまぐろ） ００’２３”８８

14 小学男子Ｂ 竹内　海琉 （Ｉ．Ｓ．Ｆ) ００’１９”２０

15 小学男子Ｃ 保科　祐吏 （侍スイマーズ) ００’１８”０１

16 小学女子Ａ 今井　莉菜 （トピセカンド） ００’２３”３６

17 小学女子Ｂ 坂本　南 （トピフレンズ） ００’２０”２８

18 小学女子Ｃ 主藤　花帆 （スイミー) ００’１７”５０

19 小学男子Ａ 内田　翔太 （レッド・スカイ） ００’２１”００

20 小学男子Ｂ 安達　夏輝 （ももぐみ） ００’１６”９４

21 小学男子Ｃ 田代　立 （ももぐみ） ００’１６”２２

22 小学女子Ａ 眞﨑　優乃 （みらい） ００’２５”０７

23 小学女子Ｂ 宮本　レナ （トピフレンズ） ００’１７”１９

24 小学女子Ｃ 旭岡　莉和 （スイスイ’ｓ) ００’１５”９６

25 小学男子Ａ 内田　翔太 （レッド・スカイ） ００’１９”３１

26 小学男子Ｂ 五十嵐　海良 （SWIFT） ００’１５”０５

27 小学男子Ｃ 伊藤　颯人 （ももぐみ） ００’１７”５３

28 小学女子Ａ 今井　莉菜 （トピセカンド） ００’１８”３９

29 小学女子Ｂ 宮本　レナ （トピフレンズ） ００’１６”３０

30 小学女子Ｃ 桐山　芽奈 （ガールズGO) ００’１５”７７

31 小学男子Ｃ 田村　斗佑真 （ももぐみ） ００’２８”１４

32 小学女子Ｃ 吉川　真海 （スイスイ’ｓ) ００’３０”４０

ももぐみ

ももぐみ

トピセカンド

トピフレンズ

スイスイ’ｓ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号　種目

第 １ ８ 回 「 体 育 の 日 」 水 泳 大 会

優勝者＆優勝チーム（午前の部）　２０１７/１０/９

自由形
２５ｍ

平泳ぎ
２５ｍ

背泳ぎ
２５ｍ

チームＲＳＫ

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ
２５ｍ

自由形
５０ｍ

ﾒﾄﾞﾚｰ
ﾘﾚｰ
100ｍ



33 小学男子Ｃ 八木　瑞樹 （八名川小） ００’３６”３６

34 小学女子Ｃ 主藤　花帆 （スイミー) ００’３７”７１

35 小学男子Ｃ 田代　立 （ももぐみ） ００’３３”１７

36 小学女子Ｃ 奏　七美 （スイスイ’ｓ) ００’３５”１９

37 小学男子Ｃ 田村　斗佑真 （ももぐみ） ００’３１”４１

38 小学女子Ｃ 吉川　真海 （スイスイ’ｓ) ００’３３”２０

39 小学男子Ａ ０１’１３”９０

40 小学男子Ｂ ０１’０２”４６

41 小学男子Ｃ ００’５８”９２

42 小学女子Ａ ０１’１４”８３

43 小学女子Ｂ ０１’０２”０２

44 小学女子Ｃ ００’５８”６３

45 小学男子 ０１’０４”１４

46 小学女子 穂積　華乃子 （スイスイ’ｓ) ０１’０７”８４

47 小学男子 保科　祐吏 （侍スイマーズ) ０１’２５”４２

48 小学女子 主藤　花帆 （スイミー) ０１’２１”５４

49 小学男子 田代　立 （ももぐみ） ０１’１０”８５

50 小学女子 ー ー ー

51 小学男子 田村　斗佑真 （ももぐみ） ０１’０７”４９

52 小学女子 吉川　真海 （スイスイ’ｓ) ０１’１４”９５

学童
チャレンジ
平泳ぎ
100ｍ

学童
チャレンジ
背泳ぎ
100ｍ

学童
チャレンジ
バタフライ
100ｍ

チームＲＳＫ

山岸　巧眞（とびうおJr)学童
チャレンジ
自由形
100ｍ

平泳ぎ
５０ｍ

ももぐみ

トピセカンド

背泳ぎ
５０ｍ

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ
５０ｍ

ももぐみ

スイスイ’ｓ

フリー
リレー
100ｍ

トピフレンズ


