
第４２回八戸学童水泳競技大会                           男子成績一覧表 ６年男子

2013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  八戸工業大学運動公園５０ｍプール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 石橋　大地 小6 笹本　優喜 小6 倉内涼太朗 小6 溝口　遼河 小6 松川琉之介 小6 市川　　諒 小6 中村　篤季 小6 上野　豪人 小6

50m 青潮小 白銀小 日計ヶ丘小 白銀南小 湊小 湊小 白銀南小 白銀南小

タイム決勝 33.72 34.72 36.95 39.70 41.57 43.18 44.31 44.44

自由形 松川琉之介 小6 越後　優斗 小6

100m 湊小 城北小

タイム決勝 1:39.74 1:45.74

背泳ぎ 石橋　遼祐 小6 市ノ渡　駿 小6 上野　豪人 小6 斎藤　太一 小6 加賀　慶明 小6

50m 湊小 城北小 白銀南小 日計ヶ丘小 湊小

タイム決勝 37.50 49.67 50.22 57.09 1:09.51

背泳ぎ 石橋　遼祐 小6

100m 湊小

タイム決勝 1:20.45

平泳ぎ 三上　博樹 小6 丸谷　康輔 小6 久我　昂大 小6 溝口　遼河 小6 田名部航大 小6 倉内涼太朗 小6 十文字啓晃 小6 内村　悠人 小6

50m 江陽小 鮫小 町畑小 白銀南小 湊小 日計ヶ丘小 青潮小 図南小

タイム決勝 43.51 43.63 43.73 44.84 48.22 49.24 52.20 57.19

平泳ぎ 三上　博樹 小6 丸谷　康輔 小6 久我　昂大 小6 石橋　大地 小6 田名部航大 小6 沼田　雅博 小6 十文字啓晃 小6 細越　光翔 小6

100m 江陽小 鮫小 町畑小 青潮小 湊小 城北小 青潮小 鮫小

タイム決勝 1:33.15 1:33.30 1:34.17 1:37.35 1:43.62 1:49.77 1:57.48 2:07.91

バタフライ 成田　理瑠 小6 吉田　昂佑 小6 市ノ渡　駿 小6 越後　優斗 小6

50m 七戸小 白銀南小 城北小 城北小

タイム決勝 35.40 58.03 59.88 1:01.52

バタフライ 久保　光彰 小6 吉田　昂佑 小6

100m 青潮小 白銀南小

タイム決勝 1:37.27 2:08.09

個人メドレー 成田　理瑠 小6 笹本　優喜 小6 久保　光彰 小6

200m 七戸小 白銀小 青潮小

タイム決勝 2:47.47 3:01.31 3:22.29
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第４２回八戸学童水泳競技大会                           女子成績一覧表 ６年女子

2013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  八戸工業大学運動公園５０ｍプール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 高山　梨紗 小6 佐々木麻貴 小6 市川　楓子 小6 中村　恋乃 小6 尾矢　桃香 小6 石川　莉菜 小6 熊谷　朱音 小6 林崎　眞衣 小6

50m 吹上小 北園小 根岸小 柏崎小 青潮小 西園小 根岸小 根岸小

タイム決勝 32.39 32.55 32.78 33.26 38.53 41.08 46.25 47.75

自由形 高山　梨紗 小6 市川　楓子 小6 佐々木麻貴 小6 杉渕あかり 小6 尾矢　桃香 小6 坂野　未空 小6

100m 吹上小 根岸小 北園小 新井田小 青潮小 青潮小

タイム決勝 1:08.52 1:09.97 1:12.42 1:19.83 1:32.12 1:44.11

背泳ぎ 田中　陽菜 小6 金子　千紘 小6

50m 柏崎小 柏崎小

タイム決勝 36.25 55.98

背泳ぎ 田中　陽菜 小6 春日　楓香 小6

100m 柏崎小 名久井小

タイム決勝 1:17.43 1:21.54

平泳ぎ 引木　優輝 小6 志村　香姫 小6 戸賀澤亜未 小6 坂野　未空 小6 林崎　眞衣 小6

50m 三条小 白銀南小 白山台小 青潮小 根岸小

タイム決勝 37.88 38.56 43.93 50.88 54.80

平泳ぎ 志村　香姫 小6 戸賀澤亜未 小6 杉渕あかり 小6 山下　朱音 小6 熊谷　朱音 小6

100m 白銀南小 白山台小 新井田小 青潮小 根岸小

タイム決勝 1:24.73 1:36.68 1:38.29 1:44.53 1:56.40

バタフライ 野沢　美月 小6 原　舞里奈 小6 福島　　凜 小6 後村　柚名 小6 山下　朱音 小6 田名部星来 小6 石川　莉菜 小6

50m 下長小 根岸小 青潮小 新井田小 青潮小 西園小 西園小

タイム決勝 34.47 34.62 35.85 36.17 48.43 49.88 52.33

バタフライ 野沢　美月 小6 原　舞里奈 小6

100m 下長小 根岸小

タイム決勝 1:15.54 1:16.85

個人メドレー 引木　優輝 小6 春日　楓香 小6 中村　恋乃 小6 福島　　凜 小6 後村　柚名 小6

200m 三条小 名久井小 柏崎小 青潮小 新井田小

タイム決勝 2:37.51 2:49.12 2:57.27 2:58.08 2:58.97

(大会新)
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第４２回八戸学童水泳競技大会                           男子成績一覧表 ５年男子

2013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  八戸工業大学運動公園５０ｍプール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 小池　智大 小5 今　　智希 小5 高杉　拓海 小5 斉藤慎太郎 小5 小島　和士 小5

50m 吹上小 吹上小 白銀南小 白銀南小 青潮小

タイム決勝 43.00 45.33 46.85 57.60 1:42.12

自由形 和田　　基 小5 森山陽之祐 小5 村山　　颯 小5 畑中　　楓 小5

100m 桔梗野小 三本木小 図南小 青潮小

タイム決勝 1:20.74 1:28.94 1:29.20 1:31.44

背泳ぎ 小池　智大 小5

50m 吹上小

タイム決勝 54.90

平泳ぎ 金崎　聖大 小5 小笠原　諒 小5 和田　　基 小5 村山　　颯 小5 今　　智希 小5 坂本　諒聖 小5 工藤　英晃 小5

50m 三本木小 西園小 桔梗野小 図南小 吹上小 白銀南小 白銀南小

タイム決勝 42.16 48.24 50.66 51.73 56.88 1:00.76 1:05.60

バタフライ 森山陽之祐 小5 新妻トーマス 小5 畑中　　楓 小5

50m 三本木小 青潮小 青潮小

タイム決勝 41.74 49.88 52.60

バタフライ 向谷地大輔 小5 新妻トーマス 小5

100m 桔梗野小 青潮小

タイム決勝 1:37.40 1:46.59

個人メドレー 金崎　聖大 小5 向谷地大輔 小5 小笠原　諒 小5

200m 三本木小 桔梗野小 西園小

タイム決勝 3:02.56 3:11.20 3:17.92
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第４２回八戸学童水泳競技大会                           女子成績一覧表 ５年女子

2013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  八戸工業大学運動公園５０ｍプール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 楢舘　和音 小5 森山愛祐華 小5 工藤　舞子 小5 須藤　愛佳 小5 坂本　采奏 小5 滝谷　遥香 小5 柳町　凛花 小5 庭田　愛菜 小5

50m ちとせ小 三本木小 西園小 西園小 柏崎小 湊小 白銀南小 吹上小

タイム決勝 34.31 36.44 37.22 39.66 43.73 44.15 44.68 46.56

自由形 沼田　桃果 小5 浅田　絢華 小5 杉田　徳美 小5 中村香の子 小5

100m 青潮小 青潮小 白山台小 青潮小

タイム決勝 1:30.19 1:41.91 1:43.20 2:15.33

背泳ぎ 木村ひとみ 小5 西野　清香 小5 沼田　桃果 小5 飯渕　未来 小5 簗部　優奈 小5 簗部　優花 小5

50m 柏崎小 北園小 青潮小 青潮小 日計ヶ丘小 日計ヶ丘小

タイム決勝 41.09 44.53 44.99 56.08 59.25 1:06.28

背泳ぎ 森山愛祐華 小5

100m 三本木小

タイム決勝 1:31.65

平泳ぎ 富樫　　響 小5 工藤　舞子 小5 大矢　美咲 小5 坂本　采奏 小5 須藤　愛佳 小5 村上　侑香 小5 簗部　優花 小5 中村　美郷 小5

50m 旭ヶ丘小 西園小 是川小 柏崎小 西園小 日計ヶ丘小 日計ヶ丘小 白山台小

タイム決勝 48.34 48.64 55.25 55.68 56.42 58.38 58.52 59.70

平泳ぎ 木村ひとみ 小5 西野　清香 小5 飯渕　未来 小5 浅田　絢華 小5

100m 柏崎小 北園小 青潮小 青潮小

タイム決勝 1:33.69 1:37.57 1:52.94 2:00.02

バタフライ 葛西　律生 小5 片野　亜依 小5 丸岡　夕莉 小5 杉田　徳美 小5 大矢　美咲 小5 中村　美郷 小5

50m 赤保内小 西園小 青潮小 白山台小 是川小 白山台小

タイム決勝 37.25 37.85 46.16 52.89 56.83 1:04.51

バタフライ 丸岡　夕莉 小5

100m 青潮小

タイム決勝 1:53.02

個人メドレー 片野　亜依 小5 楢舘　和音 小5 葛西　律生 小5

200m 西園小 ちとせ小 赤保内小

タイム決勝 2:55.33 3:00.88 3:05.51
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第４２回八戸学童水泳競技大会                           男子成績一覧表 ４年男子

2013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  八戸工業大学運動公園５０ｍプール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 鳥山　　朗 小4 松山慎太郎 小4 佐々木大斗 小4 小保内　清 小4 麦澤　壮真 小4 東山　一聖 小4 国安　智輝 小4 原田　弘将 小4

50m 根岸小 図南小 城北小 根城小 白銀南小 湊小 木ノ下小 城北小

タイム決勝 34.68 35.67 41.33 41.57 44.12 47.50 48.90 49.75

背泳ぎ 松山慎太郎 小4 福島　　蓮 小4 斗賀　秀翔 小4 吉田　優月 小4 下野直太朗 小4 吉田真太朗 小4 佐々木健人 小4 辻井　凌我 小4

50m 図南小 青潮小 青潮小 旭ヶ丘小 湊小 日計ヶ丘小 木ノ下小 白銀南小

タイム決勝 42.54 50.03 51.22 52.47 52.84 54.77 56.52 56.58

平泳ぎ 鳥山　　朗 小4 小保内　清 小4 内村　仁貴 小4 吉田　優月 小4 服部　光亜 小4 辻井　凌我 小4 吉田真太朗 小4 中村　咲哉 小4

50m 根岸小 根城小 図南小 旭ヶ丘小 旭ヶ丘小 白銀南小 日計ヶ丘小 白銀南小

タイム決勝 45.99 50.70 50.80 52.62 53.59 55.45 58.52 59.70

バタフライ 佐々木大斗 小4 麦澤　壮真 小4 内村　仁貴 小4 福島　　蓮 小4 佐々木健人 小4 下野直太朗 小4 斗賀　秀翔 小4 岡田　純英 小4

50m 城北小 白銀南小 図南小 青潮小 木ノ下小 湊小 青潮小 日計ヶ丘小

タイム決勝 45.99 46.31 49.60 53.90 55.66 55.84 57.16 57.19
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第４２回八戸学童水泳競技大会                           女子成績一覧表 ４年女子

2013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  八戸工業大学運動公園５０ｍプール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 引木　雅妃 小4 佐藤　明香 小4 石森　芽衣 小4 佐々木葵菜 小4 中村　凜乃 小4 在家　　華 小4 濱端華奈子 小4 大澤　緒珠 小4

50m 三条小 桔梗野小 三本木小 白鴎小 柏崎小 白銀南小 白銀南小 白銀南小

タイム決勝 35.60 36.01 37.16 39.49 45.40 45.64 53.32 53.61

背泳ぎ 佐藤　明香 小4 中村　柚希 小4 源田　喜実 小4 松川　琴音 小4 佐藤　玲帆 小4 中村　凜乃 小4 平田志づか 小4 濱谷　聖愛 小4

50m 桔梗野小 日計ヶ丘小 根岸小 青潮小 白山台小 柏崎小 白山台小 青潮小

タイム決勝 41.41 44.42 45.32 49.04 53.20 53.84 55.92 57.39

平泳ぎ 鈴木　志保 小4 佐々木葵菜 小4 黒坂　莉那 小4 在家　　華 小4 濱端華奈子 小4 髙谷　実慈 小4 北上　茉依 小4 留目　侑香 小4

50m 根岸小 白鴎小 城北小 白銀南小 白銀南小 白山台小 白銀南小 白山台小

タイム決勝 47.64 51.54 51.64 1:00.05 1:01.61 1:08.96 1:09.67 1:11.00

バタフライ 引木　雅妃 小4 石森　芽衣 小4 鈴木　志保 小4 中村　柚希 小4 松川　琴音 小4 濱谷　聖愛 小4 石橋　沙希 小4

50m 三条小 三本木小 根岸小 日計ヶ丘小 青潮小 青潮小 町畑小

タイム決勝 39.19 40.93 40.98 42.82 51.60 58.48 1:00.78
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第４２回八戸学童水泳競技大会                           男子成績一覧表 男子リレー

2013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  八戸工業大学運動公園５０ｍプール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

リレー 青潮小 湊小 図南小 白銀南小 日計ヶ丘小 青潮小B

200m 石橋　大地 小6 石橋　遼祐 小6 松山慎太郎 小4 上野　豪人 小6 岡田　純英 小4 福島　　蓮 小4

タイム決勝 畑中　　楓 小5 松川琉之介 小6 内村　仁貴 小4 麦澤　壮真 小4 吉田真太朗 小4 十文字啓晃 小6

新妻トーマス 小5 市川　　諒 小6 内村　悠人 小6 坂　　大翔 小6 斎藤　太一 小6 田名部陽友 小4

久保　光彰 小6 田名部航大 小6 村山　　颯 小5 溝口　遼河 小6 倉内涼太朗 小6 斗賀　秀翔 小4

2:26.08 Fin. 2:30.85 Fin. 2:39.96 Fin. 2:48.96 Fin. 3:00.92 Fin. 3:08.22 Fin.

1st. 1st. 1st. 1st. 1st. 1st.

メドレーリレー 青潮小 湊小 図南小 白銀南小 日計ヶ丘小

200m 石橋　大地 小6 田名部航大 小6 松山慎太郎 小4 上野　豪人 小6 斎藤　太一 小6

タイム決勝 十文字啓晃 小6 市川　　諒 小6 内村　悠人 小6 溝口　遼河 小6 吉田真太朗 小4

新妻トーマス 小5 石橋　遼祐 小6 内村　仁貴 小4 吉田　昂佑 小6 岡田　純英 小4

久保　光彰 小6 松川琉之介 小6 村山　　颯 小5 坂　　大翔 小6 倉内涼太朗 小6

2:57.00 Fin. 2:57.89 Fin. 3:09.38 Fin. 3:17.64 Fin. 3:27.76 Fin.

   41.54 1st. 1st. 1st. 1st. 1st.
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第４２回八戸学童水泳競技大会                           女子成績一覧表 女子リレー

2013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  八戸工業大学運動公園５０ｍプール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

リレー 柏崎小 根岸小 青潮小 白銀南小 日計ヶ丘小

200m 中村　恋乃 小6 原　舞里奈 小6 福島　　凜 小6 在家　　華 小4 簗部　優花 小5

タイム決勝 木村ひとみ 小5 源田　喜実 小4 山下　朱音 小6 柳町　凛花 小5 村上　侑香 小5

坂本　采奏 小5 鈴木　志保 小4 沼田　桃果 小5 中里　美紀 小5 簗部　優奈 小5

田中　陽菜 小6 市川　楓子 小6 尾矢　桃香 小6 志村　香姫 小6 中村　柚希 小4

2:22.32 Fin. 2:23.40 Fin. 2:29.03 Fin. 2:52.37 Fin. 3:08.23 Fin.

1st. 1st. 1st. 1st. 1st.

メドレーリレー 根岸小 柏崎小 青潮小 西園小 白銀南小 日計ヶ丘小

200m 源田　喜実 小4 田中　陽菜 小6 沼田　桃果 小5 石川　莉菜 小6 大澤　緒珠 小4 簗部　優花 小5

タイム決勝 鈴木　志保 小4 木村ひとみ 小5 山下　朱音 小6 工藤　舞子 小5 佐藤　ひとみ 小5 村上　侑香 小5

原　舞里奈 小6 中村　恋乃 小6 福島　　凜 小6 片野　亜依 小5 志村　香姫 小6 中村　柚希 小4

市川　楓子 小6 中村　凜乃 小4 尾矢　桃香 小6 田名部星来 小6 在家　　華 小4 簗部　優奈 小5

2:38.42 Fin. 2:44.34 Fin. 2:46.47 Fin. 3:10.02 Fin. 3:21.35 Fin. 3:44.23 Fin.

1st.    36.40 1st. 1st. 1st. 1st. 1st.
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