
第50回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(R01) 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) 関野 真衣 田中 朱莉 松原 希衣 伊藤 優奈 髙橋 香穂 森山 結衣 大岡 愛実 前山 菜生 平尾 栞奈 田中 怜奈

参加 19 (栄小) (武蔵野小) (⻄小) (⻄小) (武蔵野小) (小作台小) (松林小) (富士見小) (小作台小) (武蔵野小)
申込 20  0:18.76  0:20.10  0:22.76  0:22.89  0:23.63  0:24.14  0:24.40  0:24.40  0:24.90  0:26.06

   No.1 / 10 位以降 --> 武田 心祈 茂木 紺子 田下 美優生 田口 佳乃子 永田 莉子 武田 千祈 山崎 莉愛 石原 明彩 佐藤 彩葉
(栄小) (富士見小) (武蔵野小) (富士見小) (武蔵野小) (栄小) (武蔵野小) (栄小) (⻄小)
 0:26.22  0:26.27  0:27.13  0:27.47  0:27.59  0:27.99  0:31.07  0:31.94  0:41.68

2 小学5年女子25m自由形 (飛禁) 横川 桜桃実 荻野 瑶己 吉田 妃奈乃 矢野 優美莉 ⻘木 紗羅 下道 智瑛 近藤 絢捺 新井 里奈 ⿊田 奈那 大⻄ 華奈
参加 10 (小作台小) (⻄小) (⻄小) (武蔵野小) (小作台小) (⻄小) (武蔵野小) (栄小) (小作台小) (⻄小)
申込 10  0:17.42  0:18.03  0:19.58  0:19.62  0:19.98  0:20.17  0:20.39  0:20.54  0:20.84  0:24.74

3 小学6年女子25m自由形 (飛禁) 土方 優 高島 美雪 川嶋 理咲 酒井 陽菜 宮沢 紗依
参加 5 (富士見小) (松林小) (セントラル) (武蔵野小) (松林小)
申込 5  0:17.98  0:18.32  0:18.99  0:19.86  0:20.15

4 小学4年以下男子25m自由形 (飛禁) 宮井 優 柳 翔真 内藤 理人 藤島 翔太 池谷 優理 新井 陽斗 竹之下 彪河 ⻘柳 成 永井 蓮 中村 洛翔
参加 29 (武蔵野小) (富士見小) (小作台小) (武蔵野小) (栄小) (小作台小) (⻄小) (富士見小) (武蔵野小) (栄小)
申込 32  0:19.31  0:20.01  0:20.76  0:21.40  0:21.64  0:21.97  0:22.03  0:22.53  0:22.80  0:23.04

   No.4 / 10 位以降 --> 寺島 怜央 荘司 望 大野 拓海 木下 晴登 三浦 康生 中条 史龍 濱渦 遼 橋本 櫂馳 伊藤 真宗 藤島 亮佑
(富士見小) (東小) (⻄小) (⻄小) (富士見小) (⻄小) (⻄小) (⻄小) (富士見小) (武蔵野小)
 0:23.13  0:23.67  0:23.67  0:24.99  0:25.07  0:25.07  0:25.09  0:25.12  0:27.11  0:27.54

   No.4 / 20 位以降 --> 柳 潤弥 小林 宙翔 大坂 惇 芝 奏空 有馬 智之 木場 遥人 城﨑 奏輔 日野 元晴 勝山 翔太
(富士見小) (⻄小) (東小) (武蔵野小) (栄小) (富士見小) (東小) (OPEN 羽村SC) (OPEN 羽村SC)
 0:28.70  0:29.31  0:29.81  0:30.37  0:32.30  0:33.24  0:40.15  0:24.30  0:27.17

5 小学5年男子25m自由形 (飛禁) 妹尾 宙 大川 斐玄 齊藤 光佑 向井 康二 橋本 瑛輝 内野 翔梧 山下 逞己 松本 章太
参加 8 (松林小) (松林小) (富士見小) (⻄小) (⻄小) (武蔵野小) (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (OPEN 羽村SC)
申込 8  0:17.97  0:19.86  0:19.87  0:20.24  0:20.40  0:20.52  0:21.25  0:26.78

6 小学6年男子25m自由形 (飛禁) 小久保 旭 其阿彌 大樹 込宮 伊織 ⻑坂 勇作 伊藤 明真 石原 優音
参加 6 (⻄小) (小作台小) (栄小) (富士見小) (富士見小) (栄小)
申込 6  0:15.79  0:18.64  0:18.64  0:19.33  0:19.41  0:21.85

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) 峯岸 真叶
参加 1 (二中)
申込 1  0:15.14

9 小学4年以下女子25m背泳ぎ 佐藤 志真 茂木 緋鞠 松原 希衣 中山 結衣 ⻘柳 菜々夏 内山 心暖 永田 莉子 武田 心祈 田下 美優生 杉野森 紗奈
参加 11 (武蔵野小) (富士見小) (⻄小) (栄小) (⻄小) (松林小) (武蔵野小) (栄小) (武蔵野小) (栄小)
申込 11  0:22.56  0:23.52  0:25.52  0:27.62  0:28.93  0:30.52  0:31.49  0:32.52  0:34.11  0:34.56

   No.9 / 10 位以降 --> 今野 心雅
(富士見小)
 0:41.59
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第50回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(R01) 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
10 小学5年女子25m背泳ぎ 荻野 瑶己 横川 桜桃実 小澤 玲美 増田 葉乃

参加 4 (⻄小) (小作台小) (小作台小) (武蔵野小)
申込 4  0:21.43  0:22.65  0:23.72  0:26.09

11 小学6年女子25m背泳ぎ 田中 夏希 荒谷 夏帆 金子 愛朋
参加 3 (武蔵野小) (武蔵野小) (松林小)
申込 3  0:16.35 新  0:21.96  0:23.84

12 小学4年以下男子25m背泳ぎ 宮井 優 河本 連 川上 大貴 村木 和都 山﨑 善 藤島 翔太 寺島 怜央 藤本 翔太郎 池谷 優理 村田 晴音
参加 13 (武蔵野小) (小作台小) (富士見小) (富士見小) (東小) (武蔵野小) (富士見小) (栄小) (栄小) (栄小)
申込 13  0:24.19  0:24.34  0:24.98  0:25.78  0:25.95  0:26.48  0:28.57  0:29.82  0:32.99  0:37.61

   No.12 / 10 位以降 --> 織田 蒼惟 福邉 優斗 辻 睦稀
(栄小) (小作台小) (栄小)
 0:41.56  0:43.09  0:44.99

13 小学5年男子25m背泳ぎ 橋爪 優和
参加 1 (⻄小)
申込 1  0:22.75

14 小学6年男子25m背泳ぎ 中村 太雅 塚本 晄太郎 込宮 伊織 関野 優真
参加 4 (富士見小) (⻄小) (栄小) (栄小)
申込 4  0:19.28  0:19.74  0:24.48  0:24.49

15 小学4年以下女子25m平泳ぎ (飛禁) 関野 真衣 茂木 緋鞠 福邉 里菜 大岡 愛実 住吉谷 胡桃 伊藤 優奈 平尾 栞奈 茂木 紺子 田中 怜奈 内山 心暖
参加 14 (栄小) (富士見小) (小作台小) (松林小) (松林小) (⻄小) (小作台小) (富士見小) (武蔵野小) (松林小)
申込 16  0:26.33  0:26.78  0:28.50  0:28.67  0:29.13  0:30.55  0:33.62  0:34.74  0:35.63  0:38.85

   No.15 / 10 位以降 --> 今野 心雅 佐藤 彩葉 山﨑 莉愛 石原 明彩
(富士見小) (⻄小) (武蔵野小) (栄小)
 0:40.37  0:40.82  0:41.25  0:43.92

16 小学5年女子25m平泳ぎ (飛禁) 松原 美月 近藤 絢㮈 矢野 優美莉 菊池 美結
参加 4 (⻄小) (武蔵野小) (武蔵野小) (小作台小)
申込 4  0:20.07 新  0:25.06  0:25.31  0:26.57

17 小学6年女子25m平泳ぎ (飛禁) 板垣 万葉 四十物 真帆 高島 美雪 簑輪 朋 宮沢 紗依 永井 涼夏 河合 姫菜
参加 7 (富士見小) (富士見小) (松林小) (小作台小) (松林小) (武蔵野小) (松林小)
申込 7  0:23.58  0:24.62  0:27.23  0:27.70  0:27.85  0:27.91  0:31.31

18 小学4年以下男子25m平泳ぎ (飛禁) 岩堀 壮来 永井 蓮 村木 和都 ⻄口 佳希 峯岸 郁光 三浦 大地 ⻘柳 成 中条 史龍 織田 蒼惟 大野 拓海
参加 19 (武蔵野小) (武蔵野小) (富士見小) (富士見小) (栄小) (富士見小) (富士見小) (⻄小) (栄小) (⻄小)
申込 20  0:27.76  0:28.17  0:28.79  0:29.33  0:29.76  0:29.82  0:30.38  0:33.58  0:33.78  0:33.99

   No.18 / 10 位以降 --> 濱渦 遼 橋本 櫂馳 小林 宙翔 藤本 翔太郎 村田 晴音 芝 奏空 木場 遥人 日野 元晴 勝山 翔太
(⻄小) (⻄小) (⻄小) (栄小) (栄小) (武蔵野小) (富士見小) (OPEN 羽村SC) (OPEN 羽村SC)
 0:34.19  0:34.54  0:35.02  0:35.48  0:38.93  0:40.34  0:46.15  0:37.66  0:40.27

19 小学5年男子25m平泳ぎ (飛禁) 内野 翔梧 齊藤 光佑 橋本 瑛輝 近江 世凪 向井 康二
参加 5 (武蔵野小) (富士見小) (⻄小) (富士見小) (⻄小)
申込 5  0:26.62  0:26.72  0:27.62  0:27.79  0:28.08
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第50回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(R01) 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
20 小学6年男子25m平泳ぎ (飛禁) 中村 太雅 松原 拓海 鈴木 裕翔 ⻑坂 勇作 八ツ賀 悠里

参加 5 (富士見小) (⻄小) (⻄小) (富士見小) (武蔵野小)
申込 5  0:20.41  0:22.68  0:22.86  0:27.50  0:28.46

22 中学生男子25m平泳ぎ (飛禁) 織田 悠雅
参加 1 (二中)
申込 1  0:20.26

23 小学4年以下女子25mバタフライ(飛禁) 塚本 あおい 佐藤 羽菜 下道 絢喜 木立 結芽乃 住吉谷 胡桃 福邉 里菜
参加 6 (⻄小) (武蔵野小) (⻄小) (松林小) (松林小) (小作台小)
申込 6  0:22.54  0:25.07  0:25.25  0:25.34  0:25.47  0:27.72

24 小学5年女子25mバタフライ(飛禁) 松原 美月 ⻘木 紗羅 増田 葉乃 中浦 心那 吉田 妃奈乃 藤本 唯花
参加 6 (⻄小) (小作台小) (武蔵野小) (武蔵野小) (⻄小) (栄小)
申込 6  0:16.58  0:22.86  0:23.22  0:23.49  0:23.95  0:24.96

25 小学6年女子25mバタフライ(飛禁) 熊木 羽妃 荒谷 夏帆 金子 愛朋 河合 姫菜 永井 涼夏
参加 5 (東小) (武蔵野小) (松林小) (松林小) (武蔵野小)
申込 6  0:16.21  0:21.08  0:24.83  0:25.37  0:25.65

26 小学4年以下男子25mバタフライ(飛禁) 柳 翔真 中村 天飛 福邉 優斗
参加 3 (富士見小) (⻄小) (小作台小)
申込 6  0:22.79  0:26.64  0:38.19

27 小学5年男子25mバタフライ(飛禁) 篠田 洸太 妹尾 宙 山下 逞己
参加 3 (⻄小) (松林小) (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ)
申込 3  0:19.09  0:21.81  0:23.98

28 小学6年男子25mバタフライ(飛禁) 岩堀 叶和 三浦 遼太
参加 2 (武蔵野小) (富士見小)
申込 2  0:16.33  0:20.73

29 小学4年以下女子50m自由形 (飛禁) 塚本 あおい 佐藤 志真 下道 絢喜
参加 3 (⻄小) (武蔵野小) (⻄小)
申込 3  0:45.20  0:46.59  0:50.23

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) 田中 夏希 松村 愛 板垣 万葉 四十物 真帆 土方 優 野呂 巴那
参加 6 (武蔵野小) (栄小) (富士見小) (富士見小) (富士見小) (栄小)
申込 8  0:31.83  0:35.67  0:39.44  0:39.92  0:41.27  0:43.48

32 小学4年以下男子50m自由形 (飛禁) 峯岸 郁光 赤堀 大我 河本 連 平野 悠星
参加 4 (栄小) (武蔵野小) (小作台小) (富士見小)
申込 5  0:41.86  0:44.45  0:46.87  0:57.66

33 小学5年男子50m自由形 (飛禁) 篠田 洸太 花田 駿 大野 優輝 松本 章太
参加 4 (⻄小) (栄小) (⻄小) (OPEN 羽村SC)
申込 4  0:39.83  0:39.96  0:41.00  1: 3.73
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第50回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(R01) 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
34 小学6年男子50m自由形 (飛禁) 岩堀 叶和 小久保 旭 三浦 遼太 塚本 晄太郎 其阿彌 大樹 伊藤 明真 関野 優真

参加 7 (武蔵野小) (⻄小) (富士見小) (⻄小) (小作台小) (富士見小) (栄小)
申込 7  0:31.02 新  0:33.73  0:37.55  0:38.34  0:42.93  0:44.51  0:46.08

35 中学生女子50m自由形 (飛禁) 宮田 夏鈴
参加 1 (羽村市水協)
申込 1  0:38.13

36 中学生男子50m自由形 (飛禁) 三浦 陸人 峯岸 真叶
参加 2 (都立立川国際) (二中)
申込 2  0:32.16  0:34.33

37 小学4年以下女子50m平泳ぎ (飛禁) 田中 朱莉 木立 結芽乃 佐藤 羽菜 武田 千祈
参加 4 (武蔵野小) (松林小) (武蔵野小) (栄小)
申込 5  0:58.50  1: 1.79  1: 5.72  1:15.03

38 小学5年女子50m平泳ぎ (飛禁) 新井 里奈 藤本 唯花 菊池 美結 小澤 玲美 柿田 菜々子 ⿊田 奈那 下道 智瑛 鈴木 芽生 大⻄ 華奈
参加 9 (栄小) (栄小) (小作台小) (小作台小) (小作台小) (小作台小) (⻄小) (松林小) (⻄小)
申込 9  0:54.24  0:57.20  0:57.34  0:57.34  0:58.16  0:58.89  0:59.37  1: 8.85  1:10.21

39 小学6年女子50m平泳ぎ (飛禁) 熊木 羽妃 松村 愛 簑輪 朋
参加 3 (東小) (栄小) (小作台小)
申込 3  0:42.16 新  0:42.69 新  1: 4.30

40 小学4年以下男子50m平泳ぎ (飛禁) 中村 伊吹 岩堀 壮来 赤堀 大我 内藤 理人 川上 大貴 中村 天飛 三浦 大地 ⻄口 佳希 中村 洛翔 平野 悠星
参加 10 (東小) (武蔵野小) (武蔵野小) (小作台小) (富士見小) (⻄小) (富士見小) (富士見小) (栄小) (富士見小)
申込 10  0:54.46  0:56.70  0:58.81  0:59.26  0:59.90  1: 0.15  1: 1.49  1: 3.57  1: 8.51  1:24.41

41 小学5年男子50m平泳ぎ (飛禁) 大野 優輝 花田 駿 辻 光希 東嶌 来輝
参加 4 (⻄小) (栄小) (栄小) (富士見小)
申込 4  0:53.82  0:55.86  1: 0.24  1: 3.24

42 小学6年男子50m平泳ぎ (飛禁) 鈴木 裕翔 松原 拓海 八ツ賀 悠里 石原 優音
参加 4 (⻄小) (⻄小) (武蔵野小) (栄小)
申込 4  0:47.66  0:49.28  1: 1.70  1: 5.70

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) 三浦 陸人 織田 悠雅
参加 2 (都立立川国際) (二中)
申込 2  0:41.01  0:45.03

45 小学生女子100mﾌﾘｰﾘﾚｰ (飛禁) スター Ｍ＆Ｎ Tanaka 栄小 神々パート2 HAMURAドルフィンズ ＴＳＦＣ ＥＯＳＹ．Ｈ ＡＮＩＡ 水チーム
参加 10 (*4) (⻄小) (富士見小) (武蔵野小) (栄小) (松林小) (小作台小) (武蔵野小) (⻄小) (⻄小) (武蔵野小)
申込 10 (*4)  1: 9.66 新  1:14.68  1:17.85  1:20.39  1:21.80  1:25.03  1:26.01  1:32.64  1:40.17  1:41.43

46 小学生男子100mﾌﾘｰﾘﾚｰ (飛禁) パンダマンV2 ＦＩＧＷＴ ＹＹＥＫ エンダードラゴン 栄小 ドルフィンズ 富士見小5年 フジフォー ﾚｯﾄﾞﾌｧｲｱｰﾓﾝｷｰ ＨＲＫ
参加 11 (*4) (⻄小) (富士見小) (⻄小) (武蔵野小) (栄小) (武蔵野小) (富士見小) (富士見小) (富士見小) (⻄小)
申込 11 (*4)  1:10.08  1:14.10  1:19.22  1:21.34  1:21.88  1:25.59  1:29.37  1:29.79  1:40.40  1:42.56
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第50回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(R01) 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
   No.46 / 10 位以降 --> はじけるボーイズ

(東小)
 1:57.96

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)
参加 0 (*4)
申込 0 (*4)

49 40歳以上女子25m自由形 麻生 圭子 有岡 佐和子 瀬川 美智代 土肥 和代 東條 綾子 上田平 千賀子 蔦谷 はるみ 清原 菜穂子 増田 千枝 北澤 恵子
参加 15 (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (羽村市水協) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施) (羽村FunToSwim)
申込 15  0:15.05  0:18.61  0:19.06  0:19.58  0:19.62  0:20.26  0:21.12  0:21.63  0:23.89  0:24.28

   No.49 / 10 位以降 --> 田頭 由美 石川 規子 稲垣 おりえ 松崎 清子 蒲原 明美
(チーム布施) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施) (羽村市水協)
 0:24.50  0:24.92  0:24.95  0:26.62  0:32.17

50 一般女子25m自由形
参加 0
申込 0

51 40歳以上男子25m自由形 宮崎 健 小島 博史 松原 健二 田口 勝 進藤 禎司 大谷 和功 加倉井 ⻑利
参加 7 (カシオ計算機) (羽村高校) (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (カシオ計算機) (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (羽村市水協)
申込 8  0:13.79  0:13.91  0:14.37  0:14.54  0:15.32  0:19.14  0:20.21

52 一般男子25m自由形 大滝 翼 大島 英之
参加 2 (羽村市水協) (羽村FunToSwim)
申込 2  0:15.43  0:15.54

53 40歳以上女子25m背泳ぎ 八幡 悦子 土肥 和代 北澤 恵子 稲垣 おりえ 角 里美 清原 菜穂子 松崎 清子
参加 7 (チーム布施) (羽村FunToSwim) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施)
申込 7  0:21.82  0:26.07  0:32.68  0:33.05  0:33.42  0:33.96  0:34.93

54 一般女子25m背泳ぎ
参加 0
申込 0

55 40歳以上男子25m背泳ぎ 大沢 祐輔
参加 1 (カシオ計算機)
申込 1  0:19.49

56 一般男子25m背泳ぎ 島田 拓也 高橋 拓真 石川 慎ノ祐 石川 智也
参加 4 (羽村市水協) (羽村市水協) (OPEN) (OPEN)
申込 4  0:14.58  0:19.52  0:18.51  0:20.30

57 40歳以上女子25m平泳ぎ 佐藤 陽子 有岡 佐和子 蔦谷 はるみ 瀬川 美智代 上田平 千賀子 石川 規子 増田 千枝 角 里美
参加 8 (羽村市水協) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施)
申込 8  0:20.58  0:23.27  0:23.76  0:26.02  0:26.41  0:30.42  0:30.44  0:30.97
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第50回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(R01) 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
58 一般女子25m平泳ぎ

参加 0
申込 0

59 40歳以上男子25m平泳ぎ 松原 健二 田口 勝 大谷 和功
参加 3 (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 3  0:17.43  0:19.22  0:27.61

60 一般男子25m平泳ぎ
参加 0
申込 0

61 40歳以上女子25mバタフライ 麻生 圭子 東條 綾子
参加 2 (ｺﾞｰｺﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ) (チーム布施)
申込 2  0:15.58  0:23.57

62 一般女子25mバタフライ 田牧 陶子 宮田 夏鈴
参加 2 (東小) (羽村市水協)
申込 2  0:18.22  0:18.50

63 40歳以上男子25mバタフライ 小島 博史 山口 孝幸 進藤 禎司 玉川 隆全
参加 4 (羽村高校) (羽村市水協) (カシオ計算機) (羽村市水協)
申込 4  0:15.05  0:19.14  0:19.18  0:26.97

64 一般男子25mバタフライ 島田 拓也
参加 1 (羽村市水協)
申込 1  0:13.10

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  0:39.95  0:41.89

66 一般女子50m自由形 小山 菜穂 飯田 薫 池田 紫音
参加 3 (羽村市SC) (羽村高校) (羽村高校)
申込 4  0:31.20  0:36.38  0:40.84

67 40歳以上男子50m自由形 大滝 明 相澤 英夫 井上 昌臣 渡辺 俊玄
参加 4 (カシオ計算機) (羽村市水協) (羽村市水協)
申込 4  0:29.06  0:33.60  0:35.68  0:40.47

68 一般男子50m自由形 相田 悠希 島田 智也 大林 優真 濱野 天衣 佐藤 瑛心 若杉 俊之介 石川 慎ノ祐 石川 智也
参加 8 (羽村SC) (羽村SC) (羽村高校) (羽村高校) (羽村高校) (羽村高校) (OPEN) (OPEN)
申込 12  0:25.41  0:27.50  0:29.25  0:32.43  0:37.89  0:38.49  0:31.14  0:35.66

69 一般女子50m背泳ぎ 佐藤 陽子 飯田 薫
参加 2 (羽村高校)
申込 2  0:38.01  0:45.10

70 40歳以上男子50m背泳ぎ 宮崎 健 大沢 祐輔 山口 孝幸
参加 3 (カシオ計算機) (カシオ計算機) (羽村市水協)
申込 3  0:33.26 新  0:39.93  0:45.19
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第50回 羽村市総合体育大会/水泳競技大会(R01) 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
71 一般男子50m背泳ぎ 相田 悠希 佐藤 瑛心

参加 2 (羽村SC) (羽村高校)
申込 2  0:27.87 新  0:53.50

72 40歳以上女子50m平泳ぎ
参加 0
申込 0

72 40歳以上女子50m平泳ぎ 池田 紫音
参加 1 (羽村高校)
申込 2  0:51.37

74 40歳以上男子50m平泳ぎ 大滝 明 相澤 英夫 井上 昌臣 渡辺 俊玄
参加 4 (カシオ計算機) (羽村市水協) (羽村市水協)
申込 4  0:37.82  0:44.94  0:46.33  0:51.45

75 一般男子50m平泳ぎ 濱野 天衣 高橋 拓真 若杉 俊之介
参加 3 (羽村高校) (羽村市水協) (羽村高校)
申込 4  0:38.81  0:40.43  0:50.78

76 一般女子50mバタフライ 小山 菜穂 田牧 陶子
参加 2 (羽村SC) (東小)
申込 2  0:35.06  0:41.26

77 40歳以上男子50mバタフライ 宮田 豊
参加 1 (羽村FunToSwim)
申込 1  0:37.52

78 一般男子50mバタフライ 島田 拓也 島田 智也 四谷 雄治 大林 優真 遠藤 泰次 大島 英之
参加 6 (羽村市水協) (羽村SC) (羽村市水協) (羽村高校) (羽村市水協) (羽村FunToSwim)
申込 8  0:28.69  0:31.21  0:32.25  0:34.02  0:38.01  0:39.79

79 一般女子100mフリーリレー 羽村市水協A チーム布施B チーム布施A チーム布施C
参加 4 (*4) (羽村市水協) (チーム布施) (チーム布施) (チーム布施)
申込 4 (*4)  1: 9.76  1:26.24  1:31.51  1:34.71

80 一般男子100mフリーリレー 羽村市水協A 羽村SC カシオ計算機 羽村市水協B 羽村市水協C
参加 5 (*4) (羽村市水協) (羽村SC) (カシオ計算機) (羽村市水協) (羽村市水協)
申込 5 (*4)  0:55.24  0:56.14  0:56.66  1: 4.02  1:10.26

合計
    大会新記録   8 参加 474
    大会タイ記録 0 申込 499
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