
第47回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(H28) 結果
(同タイムの者は同順位になります。OPEN参加者は順位対象外です。)

 No.  種目  人数  1 位  2 位  3 位  4 位  5 位  6 位  7 位  8 位  9 位  10 位
1 小学4年以下女子25m自由形 (飛禁) 池田 釉菜 中西 りあ 松原 美月 小池 恵生 上田 樹莉 玉井 由莉 渡辺 夢叶 野呂 日那 田中 里奈 渡辺 姫夏

参加 30 (栄小) (武蔵野小) (西小) (富士見小) (西小) (富士見小) (西小) (栄小) (富士見小) (西小)
申込 31  0:19.31  0:19.39  0:20.26  0:20.44  0:21.00  0:21.46  0:21.51  0:21.65  0:21.79  0:22.37

   No.1 / 10 位以降 --> 村木 莉奈 池田 唯 池田 佳穂 四十物 真帆 岸浪 彩恵 荻野 瑶己 蓑輪 朋 高木 麻弥 荒谷 夏帆 青柳 さくら
(富士見小) (富士見小) (栄小) (富士見小) (富士見小) (西小) (小作台小) (東小) (武蔵野小) (小作台小)
 0:22.45  0:22.48  0:22.74  0:23.46  0:23.47  0:24.45  0:25.46  0:25.53  0:25.97  0:26.00

   No.1 / 20 位以降 --> 増田 葉乃 新井 里奈 荒木 オリヴィア 野呂 巴那 山本 真奈佳 青柳 美和子 関野 真衣 茂木 緋鞠 佐藤 真絹雪 伊藤 優奈
(武蔵野小) (栄小) (富士見小) (栄小) (富士見小) (武蔵野小) (栄小) (富士見小) (武蔵野小) (西小)
 0:26.60  0:26.73  0:28.47  0:29.13  0:29.22  0:30.27  0:31.35  0:32.58  0:32.68  0:38.48

2 小学5年女子25m自由形 (飛禁) 池田 陽菜 佐藤 史織 千葉 めい 野尻 さつき 柴田 朔來 深山 陽穂 前田 栞
参加 7 (栄小) (西小) (富士見小) (西小) (松林小) (武蔵野小) (西小)
申込 7  0:18.47  0:19.13  0:19.14  0:20.16  0:20.18  0:20.99  0:21.18

3 小学6年女子25m自由形 (飛禁) 佐藤 里菜 花谷 舞奈 田中 翠 齋藤 綾香理 佐々木 詩織 中田 百香 横澤 早紀 中山 彩嘉 橋本 遥 野呂 友那
参加 22 (栄小) (富士見小) (武蔵野小) (栄小) (栄小) (小作台小) (武蔵野小) (武蔵野小) (武蔵野小) (栄小)
申込 23  0:17.19  0:17.57  0:17.99  0:18.07  0:18.33  0:18.87  0:19.26  0:19.33  0:19.51  0:19.64

   No.3 / 10 位以降 --> 蒲原 寛菜 島田 一穂 田中 瑠里 荒木 ヴィクトリア 荻島 あい奈 池谷 愛歩 小久保 千尋 髙橋 奈那 大路 結菜 宮沢 愛依
(松林小) (西小) (東小) (富士見小) (富士見小) (栄小) (松林小) (東小) (西小) (松林小)
 0:19.74  0:19.82  0:19.84  0:19.89  0:20.61  0:20.85  0:21.32  0:21.69  0:21.97  0:22.75

   No.3 / 20 位以降 --> 岡村 彩花 佐久間 美歌
(小作台小) (東小)
 0:23.34  0:24.78

4 小学4年以下男子25m自由形 (飛禁) 田村 元 松原 優太 島田 聖矢 竹渕 快哉 菊地 晃太 鈴木 悠斗 込宮 伊織 風間 隼太朗 増田 倖太郎 河原 陽士
参加 23 (小作台小) (西小) (武蔵野小) (小作台小) (小作台小) (武蔵野小) (栄小) (松林小) (武蔵野小) (小作台小)
申込 26  0:17.67  0:18.68  0:19.91  0:20.26  0:22.04  0:22.40  0:22.86  0:23.25  0:23.90  0:24.02

   No.4 / 10 位以降 --> 岡村 悠翔 橋爪 優和 磯村 壮史 伊藤 明真 矢羽多 琥央 田口 徹平 栗田 隼希 宮本 康誠 関野 優真 向井 康二
(小作台小) (西小) (富士見小) (富士見小) (富士見小) (武蔵野小) (武蔵野小) (武蔵野小) (栄小) (西小)
 0:24.08  0:24.16  0:24.21  0:24.46  0:25.63  0:26.29  0:27.23  0:27.49  0:28.78  0:30.27

   No.4 / 20 位以降 --> 永井 蓮 柳 翔真 小倉 真人
(武蔵野小) (富士見小) (富士見小)
 0:30.45  0:34.34  0:53.61

5 小学5年男子25m自由形 (飛禁) 新井 幹太 菅野 哲史 河原 蒼士 矢羽多 琉央 福井 翔陽 森塚 陽斗 福島 宏和 高橋 叶 青木 雄紀 髙橋 大翔
参加 10 (栄小) (富士見小) (小作台小) (富士見小) (西小) (東小) (東小) (武蔵野小) (武蔵野小) (小作台小)
申込 10  0:17.37  0:19.07  0:19.21  0:19.48  0:19.80  0:19.97  0:20.36  0:20.91  0:22.24  0:24.46

6 小学6年男子25m自由形 (飛禁) 宮本 巧磨 榎戸 将人 松本 輝 鈴木 寛之
参加 4 (栄小) (西小) (松林小) (武蔵野小)
申込 4  0:18.19  0:18.83  0:21.34  0:22.73

7 中学生女子25m自由形 (飛禁)
参加 0
申込 0

8 中学生男子25m自由形 (飛禁) 橋本 竜成 中西 晃琉
参加 2 (三中) (三中)
申込 2  0:15.97  0:16.38

9 小学4年以下女子25m背泳ぎ 渡辺 美祐 中西 梨彩 小林 愛未 飯田 志歩 青柳 美和子 田中 朱莉 茂木 緋鞠 関野 真衣 佐藤 真絹雪 井田 咲穂
参加 10 (富士見小) (武蔵野小) (東小) (西小) (武蔵野小) (武蔵野小) (富士見小) (栄小) (武蔵野小) (富士見小)
申込 10  0:24.30  0:24.39  0:24.43  0:25.09  0:33.27  0:34.10  0:35.15  0:35.21  0:38.69  0:49.10

10 小学5年女子25m背泳ぎ 池田 陽菜 栗原 梨来 深山 陽穂
参加 3 (栄小) (西小) (武蔵野小)
申込 3  0:21.88  0:23.44  0:24.39

11 小学6年女子25m背泳ぎ 松村 玲 田中 翠 村木 茉奈 齋藤 綾香理 橋本 遥 島田 一穂 田畑 結菜 石田 菜々実 風間 日菜子 池谷 愛歩
参加 11 (栄小) (武蔵野小) (富士見小) (栄小) (武蔵野小) (西小) (西小) (西小) (松林小) (栄小)
申込 11  0:21.03  0:21.83  0:22.42  0:22.92  0:23.08  0:23.14  0:23.31  0:23.82  0:25.52  0:27.43

   No.11 / 10 位以降 --> 宮沢 愛依
(松林小)
 0:28.43

12 小学4年以下男子25m背泳ぎ 田村 元 村上 瑠惟 河原 陽士 磯村 壮史 近江 海星 関野 優真 田口 徹平 齊藤 光佑 向井 康二 永井 蓮
参加 10 (小作台小) (富士見小) (小作台小) (富士見小) (富士見小) (栄小) (武蔵野小) (富士見小) (西小) (武蔵野小)
申込 10  0:20.64  0:27.64  0:29.99  0:30.45  0:31.42  0:32.05  0:33.54  0:36.65  0:39.33  0:41.06
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第47回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(H28) 結果
(同タイムの者は同順位になります。OPEN参加者は順位対象外です。)

 No.  種目  人数  1 位  2 位  3 位  4 位  5 位  6 位  7 位  8 位  9 位  10 位
13 小学5年男子25m背泳ぎ 中原 悠太 飯田 幹生 髙野 敬太 石田 大翔 澤谷 柑太郎

参加 5 (武蔵野小) (西小) (栄小) (西小) (松林小)
申込 5  0:21.77  0:23.65  0:23.84  0:26.36  0:28.25

14 小学6年男子25m背泳ぎ 石井 佑樹 峯岸 真叶 澤井 天亮 松本 輝 羽村 颯太
参加 5 (小作台小) (栄小) (西小) (松林小) (栄小)
申込 5  0:19.15  0:22.25  0:24.25  0:25.58  0:27.27

15 小学4年以下女子25m平泳ぎ (飛禁) 清水 咲里 松村 愛 上田 樹莉 小池 恵生 渡辺 夢叶 渡辺 美祐 村木 莉奈 玉井 由莉 田中 里奈 池田 佳穂
参加 21 (武蔵野小) (栄小) (西小) (富士見小) (西小) (富士見小) (富士見小) (富士見小) (富士見小) (栄小)
申込 22  0:24.13  0:26.55  0:28.04  0:28.94  0:29.67  0:29.72  0:29.80  0:29.83  0:30.05  0:30.88

   No.15 / 10 位以降 --> 四十物 真帆 青柳 さくら 加藤 愛幸 蓑輪 朋 北村 彩夏 渡辺 姫夏 大瀧 美緒 田中 朱莉 荻野 瑶己 永井 涼夏
(富士見小) (小作台小) (東小) (小作台小) (武蔵野小) (西小) (小作台小) (武蔵野小) (西小) (武蔵野小)
 0:32.31  0:32.47  0:33.74  0:34.06  0:34.06  0:34.88  0:35.38  0:35.81  0:40.29  0:41.94

   No.15 / 20 位以降 --> 増田 葉乃
(武蔵野小)
 0:44.63

16 小学5年女子25m平泳ぎ (飛禁) 栗原 梨来 柴田 朔來 佐藤 史織
参加 3 (西小) (松林小) (西小)
申込 3  0:27.39  0:27.66  0:28.84

17 小学6年女子25m平泳ぎ (飛禁) 澁川 莉子 中山 彩嘉 村木 茉奈 齊藤 絢香 荒木 ヴィクトリア 田畑 結菜 福田 碧月 髙橋 奈那 小久保 千尋 山下 紗葵
参加 11 (武蔵野小) (武蔵野小) (富士見小) (富士見小) (富士見小) (西小) (小作台小) (東小) (松林小) (小作台小)
申込 11  0:21.71  0:23.84  0:24.58  0:25.14  0:25.88  0:26.13  0:26.32  0:27.56  0:28.01  0:30.42

   No.17 / 10 位以降 --> 佐久間 美歌
(東小)
 0:30.65

18 小学4年以下男子25m平泳ぎ (飛禁) 松原 拓海 近江 海星 島田 聖矢 中村 太雅 中村 太一 菊池 晃太 村上 瑠惟 増田 倖太郎 木下 晃貴 伊藤 明真
参加 10 (西小) (富士見小) (武蔵野小) (富士見小) (松林小) (小作台小) (富士見小) (武蔵野小) (富士見小) (富士見小)
申込 10  0:23.75  0:28.43  0:29.03  0:29.56  0:30.21  0:30.31  0:33.35  0:33.54  0:36.47  0:37.37

19 小学5年男子25m平泳ぎ (飛禁) 中原 悠太 嶋田 悟 新井 幹太 菅野 哲史 向井 健人 高橋 叶 矢羽多 琉央 遠藤 純哉 河原 蒼士 青木 雄紀
参加 10 (武蔵野小) (武蔵野小) (栄小) (富士見小) (西小) (武蔵野小) (富士見小) (東小) (小作台小) (武蔵野小)
申込 10  0:23.94  0:24.02  0:24.36  0:25.05  0:25.42  0:25.56  0:26.54  0:26.97  0:27.31  0:27.83

20 小学6年男子25m平泳ぎ (飛禁) 織田 悠雅 佐藤 迅 嶋田 優
参加 3 (栄小) (武蔵野小) (武蔵野小)
申込 3  0:22.72  0:22.94  0:25.04

21 中学生女子25m平泳ぎ (飛禁)
参加 0
申込 0

22 中学生男子25m平泳ぎ (飛禁) 岩﨑 希海 橋本 竜成 菊地 容輔
参加 3 (三中) (三中) (三中)
申込 3  0:23.95  0:24.11  0:24.35

23 小学4年以下女子25mバタフライ(飛禁) 池田 釉菜 松原 美月 飯田 志歩 新井 里奈 荒谷 夏帆 北村 彩夏 永井 涼夏
参加 7 (栄小) (西小) (西小) (栄小) (武蔵野小) (武蔵野小) (武蔵野小)
申込 7  0:20.83  0:22.77  0:24.41  0:31.14  0:32.97  0:35.31  0:44.80

24 小学5年女子25mバタフライ(飛禁)
参加 0
申込 0

25 小学6年女子25mバタフライ(飛禁) 田口 陽菜 中村 夢叶 藤本 ひかる 荻島 あい奈 野呂 友那 蒲原 寛菜 服部 祥千
参加 7 (富士見小) (栄小) (武蔵野小) (富士見小) (栄小) (松林小) (東小)
申込 8  0:19.37  0:20.48  0:20.52  0:20.91  0:21.04  0:21.22  0:21.40

26 小学4年以下男子25mバタフライ(飛禁) 松原 優太 西室 湧真 込宮 伊織 栗原 敬太 中村 太一 矢羽多 琥央
参加 6 (西小) (栄小) (栄小) (東小) (松林小) (富士見小)
申込 7  0:19.72  0:23.27  0:28.69  0:31.15  0:33.03  0:35.33

27 小学5年男子25mバタフライ(飛禁) 海野 清太郎 髙野 敬太 飯田 幹生 福島 宏和 澤谷 柑太郎 永田 靖和
参加 6 (武蔵野小) (栄小) (西小) (東小) (松林小) (西小)
申込 6  0:16.29 新  0:23.35  0:24.14  0:24.31  0:24.59  0:27.50

28 小学6年男子25mバタフライ(飛禁) 矢羽田 玲央 峯岸 真叶
参加 2 (富士見小) (栄小)
申込 2  0:20.09  0:22.21
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第47回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(H28) 結果
(同タイムの者は同順位になります。OPEN参加者は順位対象外です。)

 No.  種目  人数  1 位  2 位  3 位  4 位  5 位  6 位  7 位  8 位  9 位  10 位
29 小学4年以下女子50m自由形 (飛禁)

参加 0
申込 0

30 小学5年女子50m自由形 (飛禁)
参加 0
申込 0

31 小学6年女子50m自由形 (飛禁) 花谷 舞奈 服部 祥千 田口 陽菜 風間 日菜子 石田 菜々実
参加 5 (富士見小) (東小) (富士見小) (松林小) (西小)
申込 5  0:38.04  0:39.02  0:40.75  0:43.62  0:44.25

32 小学4年以下男子50m自由形 (飛禁) 榊 恵介 木村 和哉 栗原 敬太
参加 3 (富士見小) (富士見小) (東小)
申込 5  0:34.04  0:55.56  0:58.49

33 小学5年男子50m自由形 (飛禁) 海野 清太郎 村上 陽則 遠藤 純哉
参加 3 (武蔵野小) (西小) (東小)
申込 3  0:31.85 新  0:43.77  0:48.03

34 小学6年男子50m自由形 (飛禁) 矢羽田 玲央 宮本 巧磨 込宮 悠喜 榎戸 将人 羽村 颯太 澤井 天亮
参加 6 (富士見小) (栄小) (栄小) (西小) (栄小) (西小)
申込 6  0:40.08  0:40.76  0:42.32  0:46.16  0:49.40  0:50.21

35 中学生女子50m自由形 (飛禁)
参加 0
申込 0

36 中学生男子50m自由形 (飛禁) 中西 晃琉
参加 1 (三中)
申込 1  0:34.75

37 小学4年以下女子50m平泳ぎ (飛禁) 松村 愛 清水 咲里 小林 愛未 池田 唯
参加 4 (栄小) (武蔵野小) (東小) (富士見小)
申込 4  0:53.51  0:54.56  0:56.92  0:57.71

38 小学5年女子50m平泳ぎ (飛禁) 千葉 めい 野尻 さつき 前田 栞
参加 3 (富士見小) (西小) (西小)
申込 3  0:51.82  1: 1.73  1: 3.27

39 小学6年女子50m平泳ぎ (飛禁) 澁川 莉子 藤本 ひかる 齊藤 絢香 松村 玲 中村 夢叶 田中 瑠里
参加 6 (武蔵野小) (武蔵野小) (富士見小) (栄小) (栄小) (東小)
申込 6  0:44.89 新  0:50.23  0:52.00  0:52.30  0:53.31  0:55.26

40 小学4年以下男子50m平泳ぎ (飛禁) 榊 恵介 松原 拓海 西室 湧真 木村 和哉 風間 隼太朗
参加 5 (富士見小) (西小) (栄小) (富士見小) (松林小)
申込 5  0:49.57  0:52.31  0:54.97  1:11.15  1:12.83

41 小学5年男子50m平泳ぎ (飛禁) 嶋田 悟 森塚 陽斗 向井 健人 福井 翔陽
参加 4 (武蔵野小) (東小) (西小) (西小)
申込 4  0:53.67  0:54.95  0:58.84  1: 3.13

42 小学6年男子50m平泳ぎ (飛禁) 佐藤 迅 石井 佑樹 織田 悠雅 嶋田 優 込宮 悠喜
参加 5 (武蔵野小) (小作台小) (栄小) (武蔵野小) (栄小)
申込 5  0:48.15  0:48.35  0:48.39  0:52.15  0:55.23

43 中学生女子50m平泳ぎ (飛禁)
参加 0
申込 0

44 中学生男子50m平泳ぎ (飛禁) 岩﨑 希海 菊地 容輔
参加 2 (三中) (三中)
申込 2  0:49.34  0:51.35

45 小学生女子100mﾌﾘｰﾘﾚｰ (飛禁) ＳＫＥガールズＡ White Dolphin うさぎとかめ ＳＫＥガールズB ＦＬＡＳＨ 東小ガールズ☆☆☆ サンフラワー リトルマーメイド 西小スター かがやき
参加 14 (*4) (栄小) (武蔵野小) (富士見小) (栄小) (西小) (東小) (西小) (松林小) (西小) (富士見小)
申込 15 (*4)  1:11.37  1:12.34  1:13.09  1:20.99  1:22.39  1:23.49  1:23.60  1:25.67  1:28.37  1:28.69

   No.45 / 10 位以降 --> ＵＪＨＲ４ ＭＲＳＭ 武蔵野 清中永荒 ガールズチータズ
(西小) (富士見小) (武蔵野小) (富士見小)
 1:28.84  1:33.71  1:39.20  1:48.17

46 小学生男子100mﾌﾘｰﾘﾚｰ (飛禁) ＳＫＥボーイズＡ 武蔵野魂 バスケ 矢羽多ドルフィンズ 西小Ｚ 東小 ＳＫＥボーイズＢ 武蔵野ＧＯ！ＧＯ！ マグロ
参加 9 (*4) (栄小) (武蔵野小) (西小) (富士見小) (西小) (東小) (栄小) (武蔵野小) (松林小)
申込 9 (*4)  1:14.16  1:22.18  1:23.29  1:25.17  1:26.35  1:26.36  1:27.00  1:30.96  1:37.88
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第47回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(H28) 結果
(同タイムの者は同順位になります。OPEN参加者は順位対象外です。)

 No.  種目  人数  1 位  2 位  3 位  4 位  5 位  6 位  7 位  8 位  9 位  10 位
47 中学生女子100mﾌﾘｰﾘﾚｰ (飛禁)

参加 0 (*4)
申込 0 (*4)

48 中学生男子100mﾌﾘｰﾘﾚｰ (飛禁) タラポテ
参加 1 (*4) (三中)
申込 1 (*4)  1:11.72

49 40歳以上女子25m自由形 麻生 圭子
参加 1 (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ)
申込 1  0:14.99

50 一般女子25m自由形 渡邊 睦美 早川 知捺 中澤 絵美 金子 由実
参加 4 (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (羽村高) (羽村高) (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ)
申込 4  0:14.67  0:15.45  0:16.09  0:17.00

51 40歳以上男子25m自由形 田口 勝 笠輪 俊道 堤 大児 渡辺 満治 渡辺 俊玄 荻田 信也 加倉井 長利
参加 7 (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (羽村市水協) (羽村市水協) (羽村郵便局) (羽村市水協) (羽村市水協) (羽村市水協)
申込 7  0:14.57  0:14.66  0:16.86  0:17.03  0:17.49  0:17.90  0:21.95

52 一般男子25m自由形 島田 拓也 森井 雄基 金子 健太 十朱 仁 三谷 拓
参加 5 (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (羽村高) (カシオSC) (カシオSC)
申込 5  0:12.53  0:14.10  0:14.97  0:15.21  0:16.58

53 40歳以上女子25m背泳ぎ 八幡 悦子
参加 1
申込 1  0:23.05

54 一般女子25m背泳ぎ 渡邊 睦美
参加 1 (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ)
申込 1  0:18.29

55 40歳以上男子25m背泳ぎ 山口 孝幸 進藤 禎司
参加 2 (羽村市水協) (カシオSC)
申込 2  0:20.20  0:20.92

56 一般男子25m背泳ぎ 宮崎 健 大島 英之
参加 2 (カシオSC) (羽村市水協)
申込 2  0:16.17  0:21.22

57 40歳以上女子25m平泳ぎ
参加 0
申込 0

58 一般女子25m平泳ぎ 金子 由実 冨田 陽子
参加 2 (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ)
申込 2  0:22.08  0:22.41

59 40歳以上男子25m平泳ぎ 松原 健二 笠輪 俊道 田口 勝 堤 大児 渡辺 俊玄
参加 5 (羽村市水協) (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (羽村市水協) (羽村市水協)
申込 5  0:16.91  0:19.39  0:19.58  0:21.59  0:21.88

60 一般男子25m平泳ぎ 吉川 裕紀 三谷 拓
参加 2 (カシオSC) (カシオSC)
申込 2  0:19.59  0:23.21

61 40歳以上女子25mバタフライ 麻生 圭子
参加 1 (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ)
申込 1  0:15.72

62 一般女子25mバタフライ 冨田 陽子
参加 1 (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ)
申込 1  0:18.77

63 40歳以上男子25mバタフライ 大沢 祐輔 進藤 禎司 荻田 信也 加倉井 長利
参加 4 (カシオSC) (カシオSC) (羽村市水協) (羽村市水協)
申込 4  0:16.04  0:19.36  0:21.43  0:33.00

64 一般男子25mバタフライ 吉川 裕紀
参加 1 (カシオSC)
申込 1  0:16.51

65 40歳以上女子50m自由形 八幡 悦子 永田 裕子
参加 2 (羽村市水協)
申込 2  0:40.66  0:43.51
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第47回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(H28) 結果
(同タイムの者は同順位になります。OPEN参加者は順位対象外です。)

 No.  種目  人数  1 位  2 位  3 位  4 位  5 位  6 位  7 位  8 位  9 位  10 位
66 一般女子50m自由形 中澤 絵美 杉本 里沙子

参加 2 (羽村高) (小平高)
申込 2  0:34.79  0:35.04

67 40歳以上男子50m自由形 大滝 明 相澤 英夫 君島 篤 宇野 武文
参加 4 (カシオSC) (羽村市水協) (羽村市水協) (羽村市水協)
申込 4  0:28.50  0:32.20  0:34.11  0:44.33

68 一般男子50m自由形 佐々木 義人 島田 智也 佐滝 祥平 桑江 健仁 原田 悠生 鈴木 凱 伊藤 渉 高橋 拓真 十朱 仁
参加 9 (羽村高) (羽村市水協) (羽村高) (羽村高) (羽村高) (羽村高) (羽村市水協) (羽村市水協) (カシオSC)
申込 11  0:28.37  0:28.84  0:30.81  0:30.99  0:31.65  0:32.40  0:33.10  0:34.94  0:35.32

69 一般女子50m背泳ぎ 早川 知捺 杉本 里沙子
参加 2 (羽村高) (小平高)
申込 2  0:37.86  0:41.12

70 40歳以上男子50m背泳ぎ 大沢 祐輔 山口 孝幸
参加 2 (カシオSC) (羽村市水協)
申込 2  0:40.05  0:43.28

71 一般男子50m背泳ぎ 宮崎 健
参加 1 (カシオSC)
申込 1  0:33.08

72 40歳以上女子50m平泳ぎ
参加 0
申込 0

73 一般女子50m平泳ぎ
参加 0
申込 0

74 40歳以上男子50m平泳ぎ 松原 健二 大滝 明 君島 篤 相澤 英夫
参加 4 (カシオSC) (羽村市水協) (羽村市水協)
申込 5  0:36.66  0:40.13  0:43.50  0:44.25

75 一般男子50m平泳ぎ 鈴木 凱 保木野 大志 佐々木 義人 高橋 拓真 桑江 健仁 佐滝 祥平 森井 雄基
参加 7 (羽村高) (羽村高) (羽村高) (羽村市水協) (羽村高) (羽村高)
申込 8  0:38.42  0:40.74  0:41.07  0:41.73  0:41.86  0:41.86  0:46.31

76 一般女子50mバタフライ
参加 0
申込 0

77 40歳以上男子50mバタフライ 宮田 豊 宇野 武文
参加 2 (羽村市水協) (羽村市水協)
申込 2  0:39.75  0:54.68

78 一般男子50mバタフライ 島田 拓也 金子 健太 原田 悠生 大島 英之 加藤 拓馬
参加 5 (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (羽村高) (羽村高) (羽村市水協) (OPEN)
申込 5  0:27.99  0:34.97  0:36.96  0:38.16  0:26.97

79 一般女子100mフリーリレー チームゴーゴー 羽村市水協
参加 2 (*4) (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (羽村市水協)
申込 3 (*4)  1: 2.25  1: 9.22

80 一般男子100mフリーリレー カシオＳＣ１ チームゴーゴー 羽村高校Ａ カシオＳＣ２ 羽村市水協Ａ 羽村市水協Ｃ 羽村市水協Ｂ 羽村高校B
参加 8 (*4) (カシオSC) (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (羽村高) (カシオSC) (羽村市水協) (羽村市水協) (羽村市水協) (羽村高 OPEN)
申込 9 (*4)  0:54.82  0:55.95  0:56.58  0:57.97  1: 0.58  1: 1.93  1: 9.78  0:57.98

合計
    大会新記録   3 参加 493
    大会タイ記録 0 申込 519
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