
   市民水泳大会 歴代記録  【ＲＥＣＯＲＤ】   （昭和５７年度より 令和元年８月４日大会まで 平成９年より高校生の部は一般と統合。） 

男 
 
 
 
 

子 

 距離 小 学 ４ 年 生 以 下           小 学 ５ ・ ６ 年 生           中 学 生           高 校 生           一      般 

自 由 形      

２５ 今井 柊介   16″01(28) 富田 怜汰郎  14″42(30) 平井 涼介    12″91(18)  三井 寿貴   12″08(29) 

５０ イムソンホ   31″27(14) 武宮 正樹   30″33(7) 今井 柊介    26″92(R01) 浅野 宏祥   26″54(8) 三井 寿貴   25″06(30) 

１００ 武宮  正樹   1′05″05  (7) 今井 柊介     56″07(R01) 浅野 宏祥   58″04(8) 三井 寿貴   53″36(28) 

平   泳 

２５ 富田 怜汰郎  19″72 (28) 富田 怜汰郎  17″89(29) 大場 蓮斗   16″07(26) 川田 重久   18″40(57) 中林 賢梧    14″08(28) 

５０ 富田 怜汰郎  42″19 (28) 笹川 雄樹   38″27(15) 山上 勝士   33″12(11) 川端 健郎   38″02(8) 久保  樹   32″36(13) 

１００ 富田  怜汰郎    1′24″76  (29) 高坂 祐輔  1′14″62(16)  大渡 克哉   1′11″20(29) 

背   泳 

２５ 西浦 裕樹   19″67(11) 郷田 光希   16″47(18) 竹田 雄貴   14″81(20) 高橋 雅彦   20″10(57) 三井 寿貴   14″28(R01) 

５０ 小沼 丈太郎  38″97(R01) 郷田 光希   35″11(18) 竹田 雄貴   30″34(21) 柴田 武士   40″00(57) 三井 寿貴   29″69(29) 

１００ 郷田  光希   1′16″90  (17) 関根 司   1′07″59(R01)  日比野 悟  1′12″30(28) 

バタフライ 

２５ 今井 柊介   16″76(28) 奥田 正玄   17″56(24) 関根 司    12″92(R01)  三井 寿貴   12″38(R01) 

５０ イムソンホ   34″92(14) 笹川 雄樹   31″95(15) 中牟田 洸洋  28″65(R01)  三井 寿貴   26″32(30) 

１００ 笹倉  荘琉   1′43″80  (26) 奥村 俊介  1′09″33(18)  三井 寿貴   58″72(30) 

ビート板 ２５ 山根 祐樹   23″05(16) 高岡 優也   19″99(23) 齋藤  陽   18″02(28)  曽山幸之介   16″60(23) 

個人メドレー １００ 郷田  光希   1′14″20  (18) 竹田 雄貴  1′06″15(21)  三井 寿貴  1′03″07(29) 

ひまわりレース       ２５    吉田  涼   30″05(14) 

女 
 
 
 
 

子 

自 由 形      

２５ 宇佐美菜々子   15″53(19) 宇佐美菜々子   14″09(21) 齋藤 碧    13″51(29)  前田 紀子   14″75(21) 

５０ 後藤  玲・田口裕加里   32″84（１７・１８） 宇佐美菜々子   29″60(21) 齋藤 碧    28″36(29) 村田 直美   32″52(8) 斎藤 歩美   29″98(17) 

１００ 乙部   舞         1′04″72  (7) 乙部  舞  1′01″48(13) 村田 直美  1′10″94(8) 斎藤 歩美  1′05″13(17) 

平   泳 

２５ 森 はるか   20″32(19) 清水 春菜   17″93(18) 清水 春菜   17″52(19)  鈴木 香穂里  20″12(26) 

５０ 川原 梨瑛   43″74(18) 清水 春菜   38″64(18) 白取奈津美   37″10(17) 綾部  紫   59″17(8) 谷口由美子   40″80(12) 

１００  清水  春菜   1′22″65  (18) 佐竹 真帆  1′25″09(R01)  高野 亜美  1′28″76(17) 

背   泳 

２５ 富田 花怜   18″80(R01) 井口 利美   16″00(16) 阿部 桃子   15″48(27)  倉持佑実子   15″56(17) 

５０ 後藤  玲    38″79(17) 笹川菜々美   33″33(17) 倉持佑美子   30″30(15)  倉持佑実子   33″17(17) 

１００ 志村  真理         1′19″89  (7) 山内 奈々   1′19″00(8)  石部久美子  1′27″57(10) 

バタフライ 

２５ 田口裕加里   16″81(18) 田口裕加里   15″54(19) 小林 遥那   14″34(R01)  大信 友紀恵  15″29(R01) 

５０ 宮西 彩乃   37″21(20) 大森 愛子   31″32(17) 乙部  舞   30″46(14)  斎藤 歩美   31″38(17) 

１００ 大森   愛子     1′09″41  (17) 乙部  舞  1′05″01(15)  石上 悦子  1′45″90(R01) 

ビート板 ２５ 後藤  玲   20″82(17) 堀部 愛子   20″29(28) 堀部 愛子   19″68(R01)  前田 紀子   21″98(23) 

個人メドレー １００  秋山  遥奈   1′16″91  (17) 乙部  舞  1′13″30(14)  山崎 紗智    1′26″28(23) 



 


