
性別 種目

小学４年生以下 25 笠原　丈夫（北小） 　　17”92 柏木　　陸（東小） 　　19”67 竹原　　諒（中東小） 　　19”93

小学５・６年 25 森　凛太郎（南小） 　　15”77 大塚　尚哉（中央小） 　　16”16 齋川　　遼（塚越小） 　　19”94

中　学　生 25 吉田　遥彦（二中） 　　14”49 友井　紀彰（東中） 　　14”50 大場　連斗（一中） 　　14”84

一　般 25 曽山幸之介（わらび整骨院）　　12”89 今井　義裕 　　13”96 長岡　　潤（東小教員）　　14”19

小学４年生以下 50 根岸　　岳（中東小） 　　40”44 須賀　遥夢（南小） 　　40”69 佐々木　陽（塚越小） 　　45”24

小学５・６年 50 秋元　啓佑（塚越小）　　32”39 森　凛太郎（南小） 　　33”65 大塚　尚哉（中央小） 　　35”06

中　学　生 50 水崎　隼世（一中） 　　32”16 斎藤　将太（東中） 　　32”32 佐藤　正明（一中） 　　33”14

一　般 50 宮澤　春哉（東京海洋大学） 　　29”66 橋本　和磨 　　29”67 田中　優作(蕨高) 　　30”09

小学４年生以下 25 熊本　　颯（南小） 　　27”87 山本　莞典（南小） 　　28”73 島田　恵伍（南小） 　　34”21

小学５・６年 25 増山　朋希（西小） 　　23”78 堀越　康生（北小） 　　25”36 中牟田洋行（中東小） 　　26”46

中　学　生 25 大友　航太（一中） 　　17”34 大場　連斗（一中） 　　18”22 松岡　　遼（一中） 　　18”90

一　般 25 仲田　啓太(蕨高) 　　16”39 山田　優太（ユアー蕨） 　　17”51 宮澤　春哉（東京海洋大学） 　　18”21

小学４年生以下 50 須賀　遥夢（南小） 　　51”88 祐川　喜栄（中央小） 　　58”06 岡部　圭太（東小） 　1’02”51

小学５・６年 50 高岡　優也（中東小）　　44”63 小宮　直樹（西小） 　　45”64 江崎　郁磨（東小） 　　48”44

中　学　生 50 松岡　　遼（一中） 　　40”37 中牟田和洋（一中） 　　42”29 都丸　裕哉（東中） 　　43”52

一　般 50 仲田　啓太(蕨高) 　　34”90 山田　優太（ユアー蕨） 　　36”32 船本　励起(チーム戸田) 　　40”20

小学４年生以下 25 柏木　　陸（東小） 　　25”56 熊本　　颯（南小） 　　26”97 本多　文弥（北小） 　　26”98

小学５・６年 25 高岡　優也（中東小）　　19”70 齋川　　遼（塚越小） 　　23”20 日比野　透（南小） 　　25”45

中　学　生 25 中牟田和洋（一中） 　　16”25 水崎　隼世（一中） 　　17”84 日比野　悟（一中） 　　18”06

一　般 25 野村　克明(ユアー蕨)　　15”91 岩崎　光輝 　　16”12 関口　　創(大日本印刷） 　　17”14

小学４年生以下 50 根岸　　岳（中東小） 　　45”93 佐々木　陽（南小） 　　47”77 笠原　丈夫（北小） 　　48”10

小学５・６年 50 庵前　知輝（中央小）　1’00”86 　

中　学　生 50 斎藤　将太（東中） 　　37”22 日比野　悟（一中） 　　38”45

一　般 50 岩崎　光輝 　　33”07 田中　優作(蕨高) 　　33”51 野村　克明(ユアー蕨) 　　34”00

小学４年生以下 25 祐川　喜栄（中央小）　　26”08 本多　文弥（北小） 　　28”50 砂崎　壮太（南小） 　　28”70

小学５・６年 25 奥田　正玄（南小） 　☆17”56 中牟田洋行（中東小） 　　33”53

中　学　生 25 杉山　尚輝（一中） 　　14”96 大友　航太（一中） 　　15”61 戸塚　輝一(一中) 　　17”96

一　般 25 小宮山稜介（ユアー蕨） 　☆13”40 曽山幸之介（わらび整骨院） 　☆13”61橋本　和磨 　　14”76

小学４年生以下 50 菊池　晃太（北小） 　　45”96

小学５・６年 50 秋元　啓佑（塚越小）　　35”99 奥田　正玄（南小） 　　37”54

中　学　生 50 杉山　尚輝（一中） 　　33”14 池田　悠人(東中) 　　35”46 福山　哲釣（東中） 　　39”25

一　般 50 小宮山稜介（ユアー蕨） 　☆29”71 吉岡　聖流 　　34”71
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性別 種目

小学４年生以下 25 斎藤　百恵（東小） 　19”14 古川　莉緒(中東小) 　20”62 高橋　りこ(中東小) 　22”55

小学５・６年 25 前田　美優(塚越小) 　16”17 吉田　和奏(塚越小) 　18”08 山村　和舞(中東小) 　21”74

中　学　生 25 宇佐美奈々子(一中) 　14”09 鈴木　香穂里(一中) 　16”10 椿山　紫織(一中) 　16”55

一　般 25 前田　紀子 　15”50 今井　理恵子 　16”03

小学４年生以下 50 早川　歩奈(中東小) 　43”77

小学５・６年 50 根岸　芽惟(中東小) 　33”46 前田　美優(塚越小) 　34”55 山田　彩音(南小) 　50”23

中　学　生 50 宇佐美奈々子(一中) 　29”47 深野　晴子(一中) 　31”13 及川　真央(東中) 　31”45

一　般 50 須賀　　希(蕨高) 　30”44 春川　沙樹(蕨高) 　34”27 山崎　紗智(チーム戸田) 　34”87

小学４年生以下 25 古川　莉緒(中東小) 　27”25 高橋　りこ(中東小) 　28”86 本多　知紗都(北小) 　30”40

小学５・６年 25 吉田　和奏(塚越小) 　23”59 杉田　茉生(中央小） 　24”25 小林　叶音(川村小） 　28”47

中　学　生 25 森　　はるか（一中） 　19”61 竹本　美悠(東中） 　19”91 鈴木　香穂里(一中) 　20”93

一　般 25 市川　千鶴（チーム戸田） 　23”80

小学４年生以下 50 大野　瑞葉（いずみスイミング） 　52”98 奥田　　麗(南小) 　56”87 早川　歩奈(中東小) 　56”88

小学５・６年 50 田辺　英璃香(南小) 　52”78 佐々木　悠（中東小） 　58”90

中　学　生 50 深野　晴子(一中) 　40”37 竹本　美悠(東中） 　46”63 森山　美保(一中) 　48”80

一　般 50 春川　沙樹(蕨高) 　45”02

小学４年生以下 25 斎藤　百恵（東小） 　22”80 大信友紀恵(中央小) 　22”80

小学５・６年 25

中　学　生 25 杉田　冴生(一中) ☆15”86 中村　早希(一中) 　17”75 高橋　真奈(一中) 　18”86

一　般 25

小学４年生以下 50 藤原　美空(東小) 　52”14 大信友紀恵(中央小) 　52”21 原田　瑚々奈(東小) 　53”75

小学５・６年 50 　

中　学　生 50 杉田　冴生(一中) 　35”28 梶山　唯奈(東中) 　40”04 渋谷クリスシェール(一中) 　42”50

一　般 50

小学４年生以下 25 大野　由藍（いずみスイミング） 　27”85 稲吉　明日香(南小) 　32”11

小学５・６年 25 杉田　茉生(中央小） 　20”36 小林　叶音(川村小） 　21”80

中　学　生 25 宮西　彩乃(二中) 　16”36 加賀　帄乃佳（一中） 　16”86 中村　早希(一中) 　17”74

一　般 25 今井　理恵子 　17”61 山崎　紗智(チーム戸田) 　17”90

小学４年生以下 50 奥田　　麗(南小) 　46”49 大野　瑞葉（いずみスイミング） 　49”50 藤原　美空(東小) 　51”82

小学５・６年 50 根岸　芽惟(中東小) 　40”24 田辺　英璃香(南小) 　46”05

中　学　生 50 宮西　彩乃(二中) 　35”17 森　　はるか（一中） 　35”20 星野　さくら(東中) 　35”73

一　般 50 須賀　　希(蕨高) 　33”52 市川　千鶴（チーム戸田） 　49”47
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種　目

小　学　生 100 スプラッシュペンギン（中東・南小） 　1’16”36 Ｓ　Ｋ　Ⅱ(北・南小） 　1’24”26 クインヅタウウン(中東小）　1’32”21

中　学　生 100 シャクシャインクシャクシャ(東中) 　1’06”14 おおば教(一中) 　1’07”38 日比野参上だＺＥ！(一中) 　1’09”18

一　般 100 腹筋で大根おろせるぜＥＸ 　　59”35 ユアー蕨 　　59”89 オトコマエ 　1’11”28

小　学　生 100 スプラッシュペンギン（中東・南小） 　1’06”25 無敵Ｃ・Ｔ(中央小) 　1’07”62 クインヅタウウン(中東小）　1’18”94

中　学　生 100 スモモもモモもモモのうち(東中) 　　56”29 クララ・ハイジ・くらはし(一中) 　　59”45 クダリ部(一中) 　　59”89

一　般 100 もう少し痩せて出たかった 　　53”34 ユアー蕨 　　56”92 オトコマエ 　1’03”06

記念種目

平成２４年度　水泳大会成績

第５０回記念夏季水泳大会 ８月５日（日）　於中央プール

菊　地　　　敦　士　

☆＝大会新記録

優　　　　　　　勝

―　　チーム　松田　　―

大　信　　　友　紀　恵　（中央小学校）

田　辺　　　英　璃　香　（南小学校）

秋　元　　　啓　佑　（塚越小学校）

渋　谷　　　クリスシェール　（第一中学校）

堀　越　　　　　純　（東中学校）

小　宮　山　　　稜　介　（ユアー蕨）

布　施　　　拓　也　（第一中学校）
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