
第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.93
競技No. : 35 女子 4x50m メドレーリレー 予選

大会記録   2:04.68

順位 組/水路 加盟 チーム名 ヨミガナ 学種 （第１泳者） 記録

50m

1 6/4 茨  城 あかやまＳＳ ｱｶﾔﾏSS 小学 33.04  2:07.76
1 武田　蒼依      ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 小6 33.04 33.04 (  0.63)
2 谷地田姫子      ﾔﾁﾀﾞ ﾋﾒｺ 小6 35.31 1:08.35 ( +0.40)
3 杉山　智咲      ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ 小6 30.69 1:39.04 ( +0.38)
4 中澤　心暖      ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 小6 28.72 2:07.76 ( +0.34)

2 5/4 東  京 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 小学 34.33  2:09.50
1 鯨井あぐり      ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ 小4 34.33 34.33 (  0.59)
2 斉藤　歩美      ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 小5 35.97 1:10.30 ( +0.44)
3 長谷明日香      ﾊｾ ｱｽｶ 小6 29.86 1:40.16 ( +0.72)
4 竹澤　芦奈      ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ 小6 29.34 2:09.50 ( +0.20)

3 4/4 愛  知 ビート守山 BEATﾓﾘﾔﾏ 小学 35.14  2:11.25
1 三宅　優香      ﾐﾔｹ ﾕｳｶ 小5 35.14 35.14 (  0.70)
2 増田　早優      ﾏｽﾀﾞ ｻﾔ 小6 36.14 1:11.28 ( +0.15)
3 吉田　奏来      ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 小6 30.02 1:41.30 ( +0.40)
4 鈴木　沙都      ｽｽﾞｷ ｻﾄ 小6 29.95 2:11.25 ( +0.41)

4 6/5 富  山 ナントＳＣ ﾅﾝﾄSC 小学 35.08  2:12.26
1 大西　琴葉      ｵｵﾆｼ ｺﾄﾊ 小5 35.08 35.08 (  0.64)
2 中嶋　　碧      ﾅｶｼﾏ ｱｵ 小6 35.09 1:10.17 ( +0.25)
3 高橋　歩花      ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 小5 31.86 1:42.03 ( +0.61)
4 丸山　はな      ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾅ 小6 30.23 2:12.26 ( +0.48)

5 4/6 静  岡 浜名湖ＳＳ ﾊﾏﾅｺSS 小学 33.89  2:12.55
1 鈴木　佑彩      ｽｽﾞｷ ﾕｲ 小5 33.89 33.89 (  0.57)
2 藤村　梨那      ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾅ 小6 37.23 1:11.12 ( +0.42)
3 林　　莉々      ﾊﾔｼ ﾘﾘ 小6 31.11 1:42.23 ( +0.48)
4 丹羽菜々花      ﾆﾜ ﾅﾅｶ 小6 30.32 2:12.55 ( +0.37)

6 6/8 神奈川 林水泳教室 ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 小学 34.93  2:12.88
1 山中　波琉      ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙ 小6 34.93 34.93 (  0.62)
2 森　千香子      ﾓﾘ ﾁｶｺ 小6 38.85 1:13.78 ( +0.21)
3 宇野　海音      ｳﾉ ｱﾏﾈ 小6 30.49 1:44.27 ( +0.24)
4 ジーベイ海陽    ｼﾞｰﾍﾞｲ ｶｲﾗ 小6 28.61 2:12.88 ( +0.45)

7 6/6 静  岡 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ 小学 33.60  2:12.98
1 宮下　弥優      ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕｳ 小6 33.60 33.60 (  0.56)
2 星野　奈々      ﾎｼﾉ ﾅﾅ 小6 37.46 1:11.06 ( +0.24)
3 塚本　彩和      ﾂｶﾓﾄ ｻﾜ 小6 32.34 1:43.40 ( +0.22)
4 影山　采音      ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾔﾈ 小6 29.58 2:12.98 ( +0.26)

8 6/1 東  京 ミミＳＣ品川 ﾐﾐSC 小学 34.24  2:13.37
1 宇野　光咲      ｳﾉ ﾐｻｷ 小5 34.24 34.24 (  0.58)
2 村中　七菜      ﾑﾗﾅｶ ﾅﾅ 小6 36.57 1:10.81 ( +0.36)
3 藤本　七花      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅｶ 小6 32.78 1:43.59 ( +0.50)
4 楢島沙也加      ﾅﾗｼﾏ ｻﾔｶ 小6 29.78 2:13.37 ( +0.25)

9 5/3 愛  知 豊橋ＳＳ ﾄﾖﾊｼSS 小学 34.43  2:13.75
1 大林日菜子      ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｺ 小6 34.43 34.43 (  0.55)
2 杉浦　梨心      ｽｷﾞｳﾗ ﾘｺ 小6 38.72 1:13.15 ( +0.47)
3 野末　栞菜      ﾉｽﾞｴ ｶﾝﾅ 小6 30.10 1:43.25 ( +0.26)
4 河口　紗梨      ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾘ 小6 30.50 2:13.75 ( +0.76)

10 4/5 東  京 コナミ船堀 ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ 小学 35.62  2:13.78
1 山﨑　理央      ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 小6 35.62 35.62 (  0.61)
2 佐藤　花音      ｻﾄｳ ｶﾉﾝ 小6 36.84 1:12.46 ( +0.18)
3 野上　華蓮      ﾉｶﾞﾐ ｶﾚﾝ 小6 32.42 1:44.88 ( +0.33)
4 渡邉　　桜      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ 小6 28.90 2:13.78 ( +0.18)
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11 3/5 東  京 ロンド東村山 ﾛﾝﾄﾞHGM 小学 35.15  2:14.42
1 崎山友莉菜      ｻｷﾔﾏ ﾕﾘﾅ 小4 35.15 35.15 (  0.59)
2 薬袋　　凛      ﾐﾅｲ ﾘﾝ 小6 36.98 1:12.13 ( +0.15)
3 石垣　瑛菜      ｲｼｶﾞｷ ｴﾅ 小5 32.81 1:44.94 ( +0.47)
4 須藤　　花      ｽﾄｳ ﾊﾅ 小6 29.48 2:14.42 ( +0.32)

12 4/3 福  井 ＫＴＰつるが KTPﾂﾙｶﾞ 小学 33.82  2:14.61
1 内田　碧空      ｳﾁﾀﾞ ﾐｸ 小5 33.82 33.82 (  0.63)
2 加藤　真矢      ｶﾄｳ ﾏﾔ 小6 37.58 1:11.40 ( +0.63)
3 三輪　実由      ﾐﾜ ﾐﾕ 小6 31.83 1:43.23 ( +0.26)
4 島田　小春      ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ 小6 31.38 2:14.61 ( +0.30)

13 5/5 静  岡 ＪＳＳ磐田 JSSｲﾜﾀ 小学 34.58  2:14.86
1 青島　叶夏      ｱｵｼﾏ ｷｮｳｶ 小6 34.58 34.58 (  0.57)
2 田中　南有      ﾀﾅｶ ﾅﾕ 小6 38.54 1:13.12 ( +0.43)
3 水上　璃乃      ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾉ 小6 30.56 1:43.68 ( +0.40)
4 大平　紋那      ｵｵﾀﾞｲﾗ ｱﾔﾅ 小6 31.18 2:14.86 ( +0.60)

14 6/2 神奈川 鎌倉ＳＳ ｶﾏｸﾗSS 小学 35.27  2:15.15
1 小野　絢華      ｵﾉ ｱﾔｶ 小6 35.27 35.27 (  0.63)
2 小野田夕渚      ｵﾉﾀﾞ ﾕﾅ 小6 34.86 1:10.13 ( +0.11)
3 星野真奈美      ﾎｼﾉ ﾏﾅﾐ 小5 34.09 1:44.22 ( +0.57)
4 中村　　光      ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ 小6 30.93 2:15.15 ( +0.02)

15 6/3 愛  知 ｲﾄﾏﾝ春日井 ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ 小学 34.56  2:15.31
1 長山　未來      ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 小6 34.56 34.56 (  0.50)
2 與河　沙奈      ﾖｶﾜ ｻﾅ 小4 39.59 1:14.15 ( +0.50)
3 牛塲　彩乃      ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ 小5 32.21 1:46.36 ( +0.34)
4 坂本　真白      ｻｶﾓﾄ ﾏｼﾛ 小6 28.95 2:15.31 ( +0.22)

16 4/1 和歌山 ADカツラギSS ADｶﾂﾗｷﾞ 小学 33.71  2:15.32
1 榎本　裕月      ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 小6 33.71 33.71 (  0.53)
2 中田　早紀      ﾅｶﾀ ｻｷ 小6 38.41 1:12.12 ( +0.15)
3 林　　愛侑      ﾊﾔｼ ｱﾕｳ 小5 32.12 1:44.24 ( +0.29)
4 大西　悠菜      ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾅ 小6 31.08 2:15.32 ( +0.46)

17 4/7 静  岡 焼津チャンプ ﾔｲｽﾞC 小学 34.57  2:16.73
1 丸林　桃子      ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 小6 34.57 34.57 (  0.64)
2 横山　　恵      ﾖｺﾔﾏ ｹｲ 小6 39.70 1:14.27 ( +0.37)
3 鈴木　彩音      ｽｽﾞｷ ｱﾔﾈ 小6 32.47 1:46.74 ( +0.53)
4 野崎　由夏      ﾉｻﾞｷ ﾕｶ 小6 29.99 2:16.73 ( +0.68)

18 4/2 神奈川 ATSC.YW ATSC.YW 小学 32.93  2:16.74
1 岩崎　真依      ｲﾜｻｷ ﾏｲ 小6 32.93 32.93 (  0.57)
2 川野　杏珠      ｶﾜﾉ ｱﾝｼﾞｭ 小5 40.96 1:13.89 ( +0.29)
3 河村　優月      ｶﾜﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 小6 33.37 1:47.26 ( +0.35)
4 浦塚　紗良      ｳﾗﾂｶ ｻﾗ 小6 29.48 2:16.74 ( +0.30)

19 6/9 東  京 成増ロンド ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 小学 37.29  2:17.71
1 大谷　咲葵      ｵｵﾀﾆ ｻｷ 小5 37.29 37.29 (  0.65)
2 藤田向日葵      ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ 小6 36.48 1:13.77 ( +0.24)
3 佐久間実怜      ｻｸﾏ ﾐﾚｲ 小6 32.51 1:46.28 ( +0.37)
4 黒金　　心      ｸﾛｶﾞﾈ ｺｺﾛ 小6 31.43 2:17.71 ( +0.14)

20 5/6 愛  知 ＫＬ春日井 KLｶｽｶﾞｲ 小学 35.67  2:17.81
1 松浦　空美      ﾏﾂｳﾗ ｱﾐ 小5 35.67 35.67 (  0.56)
2 後藤　結希      ｺﾞﾄｳ ﾕﾉ 小6 40.30 1:15.97 ( +0.06)
3 浅野　真愛      ｱｻﾉ ﾏﾅ 小6 31.22 1:47.19 ( +0.35)
4 栗田　知那      ｸﾘﾀ ﾄﾓﾅ 小6 30.62 2:17.81 ( +0.07)
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21 4/0 東  京 ロンド上北台 ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ 小学 36.06  2:19.09
1 小林　春愛      ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｱ 小6 36.06 36.06 (  0.50)
2 駄原陽菜乃      ﾀﾞﾊﾗ ﾋﾅﾉ 小6 40.15 1:16.21 ( +0.27)
3 高石　青依      ﾀｶｲｼ ｱｵｲ 小5 31.87 1:48.08 ( +0.37)
4 鈴木のゆり      ｽｽﾞｷ ﾉﾕﾘ 小6 31.01 2:19.09 ( +0.28)

22 5/2 茨  城 ささはら塾 ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ 小学 38.29  2:19.17
1 吉村　花歩      ﾖｼﾑﾗ ｶﾎ 小5 38.29 38.29 (  0.64)
2 村山　　萌      ﾑﾗﾔﾏ ｷｻﾞｼ 小6 36.93 1:15.22 ( +0.37)
3 高木　　恋      ﾀｶｷﾞ ﾚﾝ 小6 31.85 1:47.07 ( +0.49)
4 柳谷　彩香      ﾔﾅｷﾞﾔ ｱﾔｶ 小6 32.10 2:19.17 ( +0.62)

23 5/8 愛  知 みなとＳＳ ﾐﾅﾄSS 小学 36.85  2:19.30
1 松本　萌夢      ﾏﾂﾓﾄ ﾒﾕ 小6 36.85 36.85 (  0.64)
2 坂本　のあ      ｻｶﾓﾄ ﾉｱ 小5 40.59 1:17.44 ( +0.21)
3 小寺　花南      ｺﾃﾞﾗ ﾊﾅ 小6 30.48 1:47.92 ( +0.48)
4 大宮美月輝      ｵｵﾐﾔ ﾐﾂｷ 小5 31.38 2:19.30 ( +0.38)

24 2/7 愛  知 Ｖトピア一宮 VSCｲﾁﾉﾐﾔ 小学 37.09  2:19.33
1 吉田　茉央      ﾖｼﾀﾞ ﾏｵ 小6 37.09 37.09 (  0.63)
2 後藤三璃花      ｺﾞﾄｳ ﾐﾘｶ 小6 36.54 1:13.63 ( +0.33)
3 杉山　日風      ｽｷﾞﾔﾏ ﾆﾁｶ 小6 34.87 1:48.50 ( +0.42)
4 加藤あおい      ｶﾄｳ ｱｵｲ 小6 30.83 2:19.33 ( +0.39)

25 3/3 東  京 三菱養和ＳＳ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 小学 37.53  2:19.43
1 竹内　　菫      ﾀｹｳﾁ ｽﾐﾚ 小6 37.53 37.53 (  0.62)
2 成海　幸波      ﾅﾙﾐ ｻﾅ 小5 40.48 1:18.01 ( +0.48)
3 岡沢優里奈      ｵｶｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 小6 31.25 1:49.26 ( +0.36)
4 堀本　涼心      ﾎﾘﾓﾄ ﾘｵ 小6 30.17 2:19.43 ( +0.05)

26 6/7 静  岡 深谷ＳＣ浜松 FSCﾊﾏﾏﾂ 小学 35.24  2:19.66
1 山田奈央子      ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 小6 35.24 35.24 (  0.78)
2 鈴木　日菜      ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 小6 38.74 1:13.98 ( +0.53)
3 井出　奈玖      ｲﾃﾞ ﾅﾋｻ 小5 34.09 1:48.07 ( +0.56)
4 津田　心雪      ﾂﾀﾞ ｺﾕｷ 小6 31.59 2:19.66 ( +0.22)

27 3/6 埼  玉 瀬ヶ崎ＳＣ ｾｶﾞｻｷSC 小学 35.29  2:19.72
1 森岡　雨音      ﾓﾘｵｶ ｱﾏﾈ 小5 35.29 35.29 (  0.51)
2 田中　雪葉      ﾀﾅｶ ﾕｷﾊ 小6 39.70 1:14.99 ( +0.16)
3 田中　彩葉      ﾀﾅｶ ｲﾛﾊ 小6 33.28 1:48.27 ( +0.39)
4 泉川　凜珠      ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾘｼﾞｭ 小6 31.45 2:19.72 ( +0.15)

28 2/8 和歌山 パルワカヤマ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ 小学 34.83  2:20.24
1 玉出　実咲      ﾀﾏﾃﾞ ﾐｻｷ 小5 34.83 34.83 (  0.63)
2 德田　未来      ﾄｸﾀﾞ ﾐﾗｲ 小5 40.57 1:15.40 ( +0.52)
3 濱　　琴羽      ﾊﾏ ｺﾄﾊ 小5 34.27 1:49.67 ( +0.54)
4 森下　莉子      ﾓﾘｼﾀ ﾘｺ 小5 30.57 2:20.24 ( +0.09)

29 5/9 静  岡 グランツ ｸﾞﾗﾝﾂ 小学 37.82  2:20.44
1 浅野　りり      ｱｻﾉ ﾘﾘ 小4 37.82 37.82 (  0.67)
2 椿　　桃華      ﾂﾊﾞｷ ﾓﾓｶ 小6 38.02 1:15.84 ( +0.56)
3 兒玉　心優      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾕ 小6 33.86 1:49.70 ( +0.65)
4 小山田　耀      ｺﾔﾏﾀﾞ ｷﾗﾘ 小4 30.74 2:20.44 ( +0.40)

30 1/3 和歌山 ADむそたSC ADﾑｿﾀSC 小学 35.51  2:20.73
1 坂口　公美      ｻｶｸﾞﾁ ｸﾐ 小6 35.51 35.51 (  0.56)
2 巽　　丹乃      ﾀﾂﾐ ﾆｲﾉ 小6 42.15 1:17.66 ( +0.42)
3 坂口　　梓      ｻｶｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ 小5 32.14 1:49.80 ( +0.25)
4 福元みずき      ﾌｸﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小5 30.93 2:20.73 ( +0.37)
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31 5/7 山  口 ＫＳＧ・徳山 KSGﾄｸﾔﾏ 小学 37.45  2:20.97
1 宮本彩由奈      ﾐﾔﾓﾄ ｱﾕﾅ 小6 37.45 37.45 (  0.60)
2 日下部美海      ｸｻｶﾍﾞ ﾏﾘﾝ 小5 38.75 1:16.20 ( +0.53)
3 森重　　澪      ﾓﾘｼｹﾞ ﾐｵ 小6 33.23 1:49.43 ( +0.40)
4 佐藤　七海      ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 小6 31.54 2:20.97 ( +0.50)

32 2/2 愛  知 ＢＩＧ加木屋 BIGｶｷﾞﾔ 小学 36.56  2:21.05
1 松浦　里香      ﾏﾂｳﾗ ﾘｺ 小6 36.56 36.56 (  0.58)
2 大石　佳奈      ｵｵｲｼ ｶﾅ 小6 37.05 1:13.61 ( +0.25)
3 笠原　菜央      ｶｻﾊﾗ ﾅｵ 小6 36.08 1:49.69 ( +0.51)
4 下ノ村紗桜      ｼﾓﾉﾑﾗ ｻｵ 小6 31.36 2:21.05 ( +0.39)

33 5/0 大  阪 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭 BSｱｻﾋ 小学 36.41  2:21.06
1 江藤　美旺      ｴﾄｳ ﾐｵ 小6 36.41 36.41 (  0.64)
2 安住　悠里      ｱｽﾞﾐ ﾕｳﾘ 小6 38.29 1:14.70 ( +0.03)
3 原　　夏海      ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 小6 33.45 1:48.15 ( +0.58)
4 宮北葵菜里      ﾐﾔｷﾀ ｷﾅﾘ 小5 32.91 2:21.06 ( +0.17)

34 3/1 山  梨 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲府 ﾌﾞﾙｰｺｳﾌ 小学 36.30  2:21.24
1 齋藤　和那      ｻｲﾄｳ ｶﾅ 小6 36.30 36.30 (  0.53)
2 奥野　桜姫      ｵｸﾉ ｻｷ 小6 41.40 1:17.70 ( +0.58)
3 藤川　郁音      ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾔﾈ 小6 32.66 1:50.36 ( +0.72)
4 河口　莉奈      ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾅ 小6 30.88 2:21.24 ( +0.40)

35 4/8 静  岡 グリーン高台 ｸﾞﾘｰﾝT 小学 37.98  2:21.59
1 森山　亜湖      ﾓﾘﾔﾏ ｱｺ 小5 37.98 37.98 (  0.62)
2 守屋　莉乃      ﾓﾘﾔ ﾘﾉ 小6 39.34 1:17.32 ( +0.26)
3 南部　　琴      ﾅﾝﾌﾞ ｺﾄ 小6 32.91 1:50.23 ( +0.50)
4 鈴木ひな子      ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ 小6 31.36 2:21.59 ( +0.57)

36 5/1 愛  知 稲沢ＳＳ ｲﾅｻﾞﾜSS 小学 37.65  2:21.88
1 橋村　蒼依      ﾊｼﾑﾗ ｱｵｲ 小6 37.65 37.65 (  0.70)
2 宇佐美愛莉      ｳｻﾐ ｱｲﾘ 小6 39.63 1:17.28 ( +0.62)
3 二ツ家裕奈      ﾌﾀﾂﾔ ﾕﾅ 小5 33.22 1:50.50 ( +0.44)
4 岩瀬　千織      ｲﾜｾ ﾁｵﾘ 小6 31.38 2:21.88 ( +0.20)

37 2/1 愛  知 碧南ＳＳ ﾍｷﾅﾝSS 小学 37.49  2:22.09
1 石川あさひ      ｲｼｶﾜ ｱｻﾋ 小6 37.49 37.49 (  0.67)
2 月原　早瑛      ﾂｷﾊﾗ ｻｴ 小5 40.19 1:17.68 ( +0.53)
3 杉浦　妃織      ｽｷﾞｳﾗ ﾋｵﾘ 小6 34.38 1:52.06 ( +0.51)
4 永井　璃乃      ﾅｶﾞｲ ﾘﾉ 小6 30.03 2:22.09 ( +0.25)

38 1/5 山  梨 フジヤマＳＣ ﾌｼﾞﾔﾏSC 小学 34.74  2:22.18
1 大谷　柚葉      ｵｵﾀﾆ ﾕｽﾞﾊ 小5 34.74 34.74 (  0.57)
2 大久保ﾋﾏﾜﾘ      ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾏﾜﾘ 小6 41.99 1:16.73 ( +0.23)
3 大谷　紅葉      ｵｵﾀﾆ ｸﾚﾊ 小5 33.55 1:50.28 ( +0.19)
4 和田　千依      ﾜﾀﾞ ﾁﾖﾘ 小5 31.90 2:22.18 ( +0.28)

39 1/4 静  岡 A-１SS A-1SS 小学 36.97  2:22.36
1 野村　優心      ﾉﾑﾗ ﾕｳﾐ 小6 36.97 36.97 (  0.64)
2 大村　瑠梨      ｵｵﾑﾗ ﾙﾘ 小6 40.70 1:17.67 ( +0.50)
3 白石　　優      ｼﾗｲｼ ﾕｳ 小5 33.06 1:50.73 ( +0.46)
4 渋谷　晏慈      ｼﾌﾞﾔ ｱﾝｼﾞ 小5 31.63 2:22.36 ( +0.40)

40 3/9 静  岡 袋井ＳＣ ﾌｸﾛｲSC 小学 36.88  2:22.55
1 山梨　真緒      ﾔﾏﾅｼ ﾏｵ 小5 36.88 36.88 (  0.66)
2 山田侑希采      ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 小6 39.22 1:16.10 ( +0.54)
3 長尾　奈央      ﾅｶﾞｵ ﾅｵ 小6 34.59 1:50.69 ( +0.60)
4 中村　心柚      ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｽﾞ 小5 31.86 2:22.55 ( +0.64)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.93
競技No. : 35 女子 4x50m メドレーリレー 予選

大会記録   2:04.68

順位 組/水路 加盟 チーム名 ヨミガナ 学種 （第１泳者） 記録

50m

41 3/2 埼  玉 WING WING 小学 35.10  2:22.86
1 清水　瑠華      ｼﾐｽﾞ ﾙｶ 小4 35.10 35.10 (  0.60)
2 小林　歩希      ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｷ 小6 42.32 1:17.42 ( +0.69)
3 石井　唯花      ｲｼｲ ﾕｲｶ 小5 32.97 1:50.39 ( +0.53)
4 平山　緋音      ﾋﾗﾔﾏ ｱｶﾈ 小5 32.47 2:22.86 ( +0.13)

42 2/4 大  阪 MG泉南 MGｾﾝﾅﾝ 小学 37.05  2:23.11
1 北　　　彩      ｷﾀ ｱﾔ 小6 37.05 37.05 (  0.62)
2 砂川　優恵      ｽﾅｶﾞﾜ ﾕﾒ 小5 41.11 1:18.16 ( +0.40)
3 北浦　茜里      ｷﾀｳﾗ ｱｶﾘ 小6 34.51 1:52.67 ( +0.59)
4 植村　まの      ｳｴﾑﾗ ﾏﾉ 小6 30.44 2:23.11 ( +0.52)

43 2/6 愛  知 名鉄ＳＳ岩倉 ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ 小学 37.64  2:23.40
1 古家　芽依      ﾌﾙﾔ ﾒｲ 小5 37.64 37.64 (  0.67)
2 日栄　理佐      ﾋｴｲ ﾘｻ 小5 42.42 1:20.06 ( +0.30)
3 花村　千陽      ﾊﾅﾑﾗ ﾁﾖ 小6 33.76 1:53.82 ( +0.35)
4 杉本　琉花      ｽｷﾞﾓﾄ ﾙｶ 小5 29.58 2:23.40 ( +0.01)

44 6/0 三  重 四日市ＳＣ ﾖｯｶｲﾁSC 小学 38.02  2:24.42
1 臼井　琴音      ｳｽｲ ｺﾄﾈ 小6 38.02 38.02 (  0.66)
2 大江　乃蒼      ｵｵｴ ﾉｱ 小5 42.94 1:20.96 ( +0.38)
3 柳瀬亜香里      ﾔﾅｾ ｱｶﾘ 小6 33.25 1:54.21 ( +0.38)
4 石田　　葵      ｲｼﾀﾞ ｱｵｲ 小6 30.21 2:24.42 ( +0.17)

45 3/7 長  野 ＢＭＳ小諸 BMSｺﾓﾛ 小学 37.06  2:24.44
1 掛川　美怜      ｶｹｶﾞﾜ ﾐﾚｲ 小5 37.06 37.06 (  0.63)
2 小原　理子      ｵﾊﾗ ﾘｺ 小6 42.37 1:19.43 ( +0.37)
3 美斉津希愛      ﾐｻｲｽﾞ ﾉｱ 小6 33.70 1:53.13 ( +0.25)
4 福島　瑠歌      ﾌｸｼﾏ ﾙｶ 小5 31.31 2:24.44 ( +0.27)

46 3/0 富  山 アピア富山 ｱﾋﾟｱﾄﾔﾏ 小学 36.39  2:24.45
1 守田　愛唯      ﾓﾘﾀ ｱｲ 小5 36.39 36.39 (  0.62)
2 岩澤　　陸      ｲﾜｻﾞﾜ ﾘｸ 小4 42.27 1:18.66 ( +0.49)
3 遠田　琴葉      ｵﾝﾀﾞ ｺﾄﾊ 小4 35.14 1:53.80 ( +0.45)
4 白石　紗菜      ｼﾗｲｼ ｻﾅ 小6 30.65 2:24.45 ( +0.55)

47 3/4 愛  知 アシスト蟹江 ｱｼｽﾄｶﾆｴ 小学 36.85  2:24.50
1 中野　莉緒      ﾅｶﾉ ﾘｵ 小6 36.85 36.85 (  0.70)
2 加藤　咲希      ｶﾄｳ ｻｷ 小6 40.30 1:17.15 ( +0.50)
3 敦賀　彩名      ﾂﾙｶﾞ ｱﾔﾅ 小5 35.25 1:52.40 ( +0.51)
4 植松　美帆      ｳｴﾏﾂ ﾐﾎ 小5 32.10 2:24.50 ( +0.43)

48 2/5 神奈川 ニスポ元住吉 ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 小学 38.40  2:24.70
1 須藤　深月      ｽﾄｳ ﾐﾂｷ 小4 38.40 38.40 (  0.52)
2 藤木穂乃香      ﾌｼﾞｷ ﾎﾉｶ 小6 41.51 1:19.91 ( +0.29)
3 勝俣　瑠菜      ｶﾂﾏﾀ ﾙﾅ 小6 33.83 1:53.74 ( -0.03)
4 萬造寺乃愛      ﾏﾝｿﾞｳｼﾞ ﾉｱ 小6 30.96 2:24.70 ( +0.47)

49 4/9 愛  知 ＫＬ西春日井 KLﾆｼｶｽｶﾞ 小学 36.57  2:24.76
1 坂本　　結      ｻｶﾓﾄ ﾕｲ 小5 36.57 36.57 (  0.56)
2 髙橋さくら      ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ 小6 40.99 1:17.56 ( +0.53)
3 田島　果奈      ﾀｼﾞﾏ ｶﾅ 小6 34.14 1:51.70 ( +0.38)
4 藤本　栞凪      ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾝﾅ 小5 33.06 2:24.76 ( +0.56)

50 2/3 静  岡 磐田カルチャ ｲﾜﾀｶﾙﾁｬｰ 小学 39.57  2:28.24
1 井上　日向      ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾀ 小6 39.57 39.57 (  0.62)
2 中村　眞綾      ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ 小6 41.52 1:21.09 ( +0.35)
3 鈴木　　杏      ｽｽﾞｷ ｱﾝ 小5 35.51 1:56.60 ( +0.47)
4 板倉萌々香      ｲﾀｸﾗ ﾓﾓｶ 小6 31.64 2:28.24 ( +0.61)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.93
競技No. : 35 女子 4x50m メドレーリレー 予選

大会記録   2:04.68

順位 組/水路 加盟 チーム名 ヨミガナ 学種 （第１泳者） 記録

50m

51 3/8 埼  玉 ﾋｭｰﾏﾝみさと ﾋｭｰﾏﾝﾐｻﾄ 小学 38.88  2:30.22
1 尾山古都子      ｵﾔﾏ ｺﾄｺ 小5 38.88 38.88 (  0.60)
2 中村　美海      ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 小6 44.31 1:23.19 ( +0.27)
3 高山　　葉      ﾀｶﾔﾏ ﾖｳ 小6 33.83 1:57.02 ( +0.32)
4 糸井　鈴音      ｲﾄｲ ｽｽﾞﾈ 小5 33.20 2:30.22 ( +0.40)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:55.06
競技No. : 36 男子 4x50m メドレーリレー 予選

大会記録   2:03.50

順位 組/水路 加盟 チーム名 ヨミガナ 学種 （第１泳者） 記録

50m

1 4/4 東  京 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 小学 33.36  2:05.61
1 塩田　直也      ｼｵﾀ ﾅｵﾔ 小6 33.36 33.36 (  0.57)
2 飛知和　翔      ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ 小6 33.92 1:07.28 ( +0.02)
3 河井　桜輔      ｶﾜｲ ｵｳｽｹ 小6 29.88 1:37.16 ( +0.94)
4 柳内　大流      ﾔﾅｳﾁ ﾀﾞｲﾙ 小6 28.45 2:05.61 ( +0.58)

2 3/4 愛  知 アシスト蟹江 ｱｼｽﾄｶﾆｴ 小学 33.86  2:08.99
1 前田　　篤      ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 小6 33.86 33.86 (  0.59)
2 佐藤　玄都      ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 小5 35.35 1:09.21 ( +0.27)
3 黒田　栄斗      ｸﾛﾀﾞ ｴｲﾄ 小6 30.38 1:39.59 ( +0.36)
4 三輪　侑真      ﾐﾜ ﾕｳﾏ 小6 29.40 2:08.99 ( +0.26)

3 3/3 東  京 三菱養和ＳＳ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 小学 32.68  2:09.41
1 山本　暉莉      ﾔﾏﾓﾄ ｷﾘ 小6 32.68 32.68 (  0.57)
2 滝沢　知哉      ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 小5 35.85 1:08.53 ( +0.23)
3 渡邊　陽仁      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 小5 31.57 1:40.10 ( +0.36)
4 逸見　太一      ﾍﾝﾐ ﾀｲﾁ 小6 29.31 2:09.41 ( +0.52)

4 3/5 東  京 ミミＳＣ品川 ﾐﾐSC 小学 31.33  2:10.10
1 神棒　悠音      ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾊﾙﾄ 小6 31.33 31.33 (  0.56)
2 十時　颯大      ﾄﾄｷ ｿｳﾀ 小6 37.66 1:08.99 ( +0.45)
3 林　　丈流      ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ 小6 30.23 1:39.22 ( +0.36)
4 中島　啓太      ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ 小5 30.88 2:10.10 ( +0.32)

5 2/4 愛  知 名鉄ＳＳ半田 ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ 小学 36.07  2:11.21
1 森田　海惺      ﾓﾘﾀ ｶｲｾｲ 小6 36.07 36.07 (  0.56)
2 キクチレオ      ｷｸﾁ ﾚｵ 小6 36.65 1:12.72 ( +0.62)
3 杉浦　征典      ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ 小6 28.14 1:40.86 ( +0.45)
4 細井　章吾      ﾎｿｲ ｼｮｳｺﾞ 小6 30.35 2:11.21 ( +0.55)

6 3/2 愛  知 みなとＳＳ ﾐﾅﾄSS 小学 34.34  2:11.52
1 山下琥太郎      ﾔﾏｼﾀ ｺﾀﾛｳ 小6 34.34 34.34 (  0.67)
2 菱川　　槙      ﾋｼｶﾜ ﾏｷ 小6 35.13 1:09.47 ( +0.43)
3 小塚　万生      ｺﾂﾞｶ ﾏｵ 小6 32.24 1:41.71 ( +0.58)
4 内藤　龍空      ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｸ 小6 29.81 2:11.52 ( +0.34)

7 4/1 愛  知 名鉄ＳＳ刈谷 ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 小学 34.71  2:12.32
1 小野　慎平      ｵﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 小6 34.71 34.71 (  0.61)
2 屋敷　哲平      ﾔｼｷ ﾃｯﾍﾟｲ 小6 36.76 1:11.47 ( +0.18)
3 清水　遥喜      ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 小6 30.14 1:41.61 ( +0.31)
4 鳴海　琳大      ﾅﾙﾐ ﾘﾝﾀ 小6 30.71 2:12.32 ( +0.34)

8 2/6 愛  知 ＢＩＧアミ BIGｱﾐ 小学 33.67  2:12.38
1 奥村　太一      ｵｸﾑﾗ ﾀｲﾁ 小6 33.67 33.67 (  0.55)
2 浅野　快晴      ｱｻﾉ ｶｲｾｲ 小6 37.47 1:11.14 ( +0.06)
3 藤森　聡太      ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ 小6 29.96 1:41.10 ( +0.32)
4 奥山　泰至      ｵｸﾔﾏ ﾀｲｼ 小5 31.28 2:12.38 ( +0.38)

9 2/5 福  岡 ＫＳＧ柳川 KSGﾔﾅｶﾞﾜ 小学 32.57  2:12.65
1 西田　瑞稀      ﾆｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 小5 32.57 32.57 (  0.50)
2 島添　泰人      ｼﾏｿﾞｴ ﾀｲﾄ 小5 38.31 1:10.88 ( +0.23)
3 松藤　祐聖      ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｳｾｲ 小5 31.69 1:42.57 ( +0.29)
4 山田　聡真      ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ 小6 30.08 2:12.65 ( +0.15)

10 4/2 兵  庫 塚口ＳＳ ﾂｶｸﾞﾁSS 小学 34.15  2:13.84
1 連田　颯真      ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ 小6 34.15 34.15 (  0.50)
2 杉本　和真      ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 小6 37.53 1:11.68 ( +0.20)
3 大﨑　一輝      ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ 小5 32.40 1:44.08 ( +0.06)
4 髙岡　拓未      ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ 小5 29.76 2:13.84 ( +0.38)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:55.06
競技No. : 36 男子 4x50m メドレーリレー 予選

大会記録   2:03.50

順位 組/水路 加盟 チーム名 ヨミガナ 学種 （第１泳者） 記録

50m

11 2/3 神奈川 神奈中ＳＳ ｶﾅﾁｭｳSS 小学 35.65  2:14.26
1 小林　優心      ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾝ 小6 35.65 35.65 (  0.55)
2 齋藤　　龍      ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ 小6 35.02 1:10.67 ( +0.39)
3 中野　輝音      ﾅｶﾉ ｷﾗ 小5 32.56 1:43.23 ( +0.49)
4 佐藤　晃也      ｻﾄｳ ｺｳﾔ 小6 31.03 2:14.26 ( +0.20)

12 3/1 静  岡 浜名湖ＳＳ ﾊﾏﾅｺSS 小学 34.49  2:14.43
1 谷野　成悠      ﾔﾉ ﾅﾙﾋｻ 小6 34.49 34.49 (  0.60)
2 宮崎　緒里      ﾐﾔｻﾞｷ ｲｵﾘ 小4 38.73 1:13.22 ( +0.35)
3 平澤　夏生      ﾋﾗｻﾜ ﾅﾂｷ 小5 33.52 1:46.74 ( +0.27)
4 鈴木　　颯      ｽｽﾞｷ ﾊｸ 小6 27.69 2:14.43 ( +0.19)

13 3/0 東  京 I.S.F I.S.F 小学 35.40  2:15.11
1 長坂　春木      ﾅｶﾞｻｶ ﾊﾙｷ 小6 35.40 35.40 (  0.55)
2 竹内　海琉      ﾀｹｳﾁ ｶｲﾙ 小6 36.56 1:11.96 ( +0.05)
3 高田　一誓      ﾀｶﾀﾞ ｲｯｾｲ 小6 31.45 1:43.41 ( +0.31)
4 和田朔太郎      ﾜﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ 小6 31.70 2:15.11 ( +0.29)

14 2/1 和歌山 パル紀の川 ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ 小学 37.29  2:15.15
1 小島　温史      ｺｼﾞﾏ ｱﾂｼ 小6 37.29 37.29 (  0.60)
2 藤本　乃醐      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 小6 38.79 1:16.08 ( +0.41)
3 山口　新太      ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾗﾀ 小6 30.38 1:46.46 ( +0.23)
4 鈴木　麻斗      ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ 小6 28.69 2:15.15 ( +0.25)

15 2/2 東  京 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ 小学 37.55  2:15.64
1 倉橋　礼悟      ｸﾗﾊｼ ﾗｲｺﾞ 小6 37.55 37.55 (  0.73)
2 飯塚　佳成      ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾅﾘ 小6 35.18 1:12.73 ( +0.22)
3 赤澤　大雅      ｱｶｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 小6 32.74 1:45.47 ( +0.14)
4 阿部　隼大      ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 小6 30.17 2:15.64 ( +0.04)

16 4/9 茨  城 あかやまＳＳ ｱｶﾔﾏSS 小学 33.64  2:15.73
1 稲垣　翔太      ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 小6 33.64 33.64 (  0.67)
2 宮脇　　渉      ﾐﾔﾜｷ ﾜﾀﾙ 小6 39.03 1:12.67 ( +0.00)
3 桜井　陸央      ｻｸﾗｲ ﾘｵ 小5 32.18 1:44.85 ( +0.27)
4 川面　壮汰      ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ 小5 30.88 2:15.73 ( +0.48)

17 4/5 山  口 ＫＳＧ・徳山 KSGﾄｸﾔﾏ 小学 36.36  2:15.79
1 広実　克也      ﾋﾛｻﾞﾈ ｶﾂﾔ 小6 36.36 36.36 (  0.59)
2 宮地　拓海      ﾐﾔｼﾞ ﾀｸﾐ 小6 36.71 1:13.07 ( +0.18)
3 河井　柊基      ｶﾜｲ ｼｭｳｷ 小5 32.98 1:46.05 ( +0.32)
4 亀川　航希      ｶﾒｶﾜ ｺｳｷ 小6 29.74 2:15.79 ( +0.48)

18 4/3 茨  城 ささはら塾 ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ 小学 34.00  2:15.80
1 野原　蒼太      ﾉﾊﾗ ｿｳﾀ 小6 34.00 34.00 (  0.70)
2 永嶋　一吹      ﾅｶﾞｼﾏ ｲﾌﾞｷ 小6 38.74 1:12.74 ( +0.18)
3 松井　一樹      ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ 小6 30.37 1:43.11 ( +0.45)
4 長峰　　遼      ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘｮｳ 小6 32.69 2:15.80 ( +0.46)

19 4/7 神奈川 ニスポ元住吉 ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 小学 31.51  2:15.91
1 佐藤　祥吾      ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 小6 31.51 31.51 (  0.63)
2 渡邊　優輝      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 小6 39.26 1:10.77 ( +0.43)
3 原田琥太郎      ﾊﾗﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 小5 33.69 1:44.46 ( +0.36)
4 光﨑　太郎      ﾐﾂｻﾞｷ ﾀﾛｳ 小6 31.45 2:15.91 ( +0.23)

20 4/6 静  岡 グリーン高台 ｸﾞﾘｰﾝT 小学 35.05  2:16.29
1 徳増　叡二      ﾄｸﾏｽ ｴｲｼﾞ 小6 35.05 35.05 (  0.71)
2 川本　拓杜      ｶﾜﾓﾄ ﾀｸﾄ 小6 40.17 1:15.22 ( +0.55)
3 太箸　隼翔      ﾌﾄﾊｼ ﾊﾔﾄ 小6 31.00 1:46.22 ( +0.47)
4 鈴木　一平      ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ 小6 30.07 2:16.29 ( +0.80)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:55.06
競技No. : 36 男子 4x50m メドレーリレー 予選

大会記録   2:03.50

順位 組/水路 加盟 チーム名 ヨミガナ 学種 （第１泳者） 記録

50m

21 3/6 愛  知 岡崎竜城SC南 ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ 小学 34.69  2:16.65
1 川崎　栞太      ｶﾜｻｷ ｶﾝﾀ 小6 34.69 34.69 (  0.56)
2 上村　海斗      ｳｴﾑﾗ ｶｲﾄ 小6 38.13 1:12.82 ( +0.23)
3 織田　楓太      ｵﾀﾞ ﾌｳﾀ 小6 33.75 1:46.57 ( +0.37)
4 林　　利晃      ﾊﾔｼ ｶｽﾞｱｷ 小6 30.08 2:16.65 ( +0.58)

22 4/0 三  重 四日市ＳＣ ﾖｯｶｲﾁSC 小学 36.82  2:16.98
1 田中　大輝      ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 小6 36.82 36.82 (  0.64)
2 馬瀬　綾亮      ｳﾏｾ ﾘｮｳｽｹ 小6 34.70 1:11.52 ( +0.26)
3 末谷　壮汰      ｽｴﾀﾆ ｿｳﾀ 小6 33.34 1:44.86 ( +0.52)
4 村木　優斗      ﾑﾗｷ ﾕｳﾄ 小6 32.12 2:16.98 ( +0.32)

23 1/4 宮  崎 BIG宮崎 BIGﾐﾔｻﾞｷ 小学 34.63  2:17.09
1 岡元　悠浬      ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾘ 小5 34.63 34.63 (  0.69)
2 弓場　　堅      ﾕﾐﾊﾞ ｹﾝ 小6 38.43 1:13.06 ( +0.18)
3 本村　憲鵬      ﾓﾄﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 小6 33.64 1:46.70 ( +0.37)
4 津曲　一岐      ﾂﾏｶﾞﾘ ｲﾂｷ 小6 30.39 2:17.09 ( +0.31)

24 4/8 静  岡 深谷ＳＣ浜松 FSCﾊﾏﾏﾂ 小学 36.00  2:17.11
1 鈴木慎二郎      ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞﾛｳ 小4 36.00 36.00 (  0.53)
2 山岸　友希      ﾔﾏｷﾞｼ ﾄﾓｷ 小6 35.63 1:11.63 ( +0.82)
3 本間　　楽      ﾎﾝﾏ ｶﾞｸ 小5 33.94 1:45.57 ( +0.51)
4 島尻　琉聖      ｼﾏｼﾞﾘ ﾘｭｳｾｲ 小6 31.54 2:17.11 ( +0.31)

25 2/7 福  井 ＫＴＰつるが KTPﾂﾙｶﾞ 小学 36.82  2:17.47
1 木本　悠太      ｷﾓﾄ ﾕｳﾀ 小6 36.82 36.82 (  0.71)
2 安田　陽登      ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 小5 37.79 1:14.61 ( +0.01)
3 中村　玲偉      ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 小6 32.88 1:47.49 ( +0.38)
4 西村　太佑      ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 小5 29.98 2:17.47 ( +0.22)

26 3/7 東  京 成増ロンド ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 小学 35.35  2:17.83
1 太田　圭亮      ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 小5 35.35 35.35 (  0.63)
2 上野　颯太      ｳｴﾉ ｿｳﾀ 小6 38.87 1:14.22 ( +0.34)
3 石谷康太朗      ｲｼﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ 小6 33.26 1:47.48 ( +0.34)
4 水越　惺太      ﾐｽﾞｺｼ ｾｲﾀ 小6 30.35 2:17.83 ( +0.49)

27 3/9 長  野 ＳＡＭ中央 ｻﾑﾁｭｳｵｳ 小学 36.36  2:18.43
1 西原　広翔      ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛﾄ 小6 36.36 36.36 (  0.56)
2 吉江　世梛      ﾖｼｴ ｾﾅ 小5 36.95 1:13.31 ( +0.29)
3 清澤　龍翔      ｷﾖｻﾜ ﾘｭｳﾄ 小4 34.36 1:47.67 ( +0.60)
4 内藤　文太      ﾅｲﾄｳ ﾌﾞﾝﾀ 小6 30.76 2:18.43 ( +0.24)

28 1/0 愛  知 ｲﾄﾏﾝ春日井 ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ 小学 36.35  2:18.46
1 徳永　拓也      ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 小3 36.35 36.35 (  0.49)
2 藤井　　漣      ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ 小5 39.51 1:15.86 ( +0.28)
3 柴田　櫂吏      ｼﾊﾞﾀ ｶｲﾘ 小5 32.21 1:48.07 ( +0.37)
4 芳賀　　樹      ﾊｶﾞ ｲﾂｷ 小5 30.39 2:18.46 ( +0.26)

29 2/9 静  岡 磐田カルチャ ｲﾜﾀｶﾙﾁｬｰ 小学 35.64  2:18.53
1 青山　　玄      ｱｵﾔﾏ ｹﾞﾝ 小6 35.64 35.64 (  0.64)
2 鈴木　咲陽      ｽｽﾞｷ ｻｸﾋﾛ 小6 39.02 1:14.66 ( +0.32)
3 松村　奏汰      ﾏﾂﾑﾗ ｿｳﾀ 小4 33.83 1:48.49 ( +0.56)
4 二川目　蓮      ﾌﾀｶﾜﾒ ﾚﾝ 小6 30.04 2:18.53 ( +0.60)

30 2/0 愛  知 名鉄Ｓ新瀬戸 ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 小学 32.87  2:19.31
1 原田　拓弥      ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 小6 32.87 32.87 (  0.60)
2 藤原　大希      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲｷ 小5 39.86 1:12.73 ( +0.37)
3 川井　幸大      ｶﾜｲ ﾕｷﾋﾛ 小4 34.57 1:47.30 ( +0.19)
4 大脇　　望      ｵｵﾜｷ ﾉｿﾞﾐ 小5 32.01 2:19.31 ( +0.14)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:55.06
競技No. : 36 男子 4x50m メドレーリレー 予選

大会記録   2:03.50

順位 組/水路 加盟 チーム名 ヨミガナ 学種 （第１泳者） 記録

50m

31 1/5 山  梨 なかだてＳＳ ﾅｶﾀﾞﾃSS 小学 36.61  2:19.73
1 山田　庵璃      ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾘ 小6 36.61 36.61 (  0.56)
2 川崎　琢心      ｶﾜｻｷ ﾀｸﾐ 小6 40.13 1:16.74 ( +0.22)
3 家登　正宜      ｶﾄ ﾏｻﾖｼ 小6 31.47 1:48.21 ( +0.20)
4 雨宮　海祁      ｱﾒﾐﾔ ﾐｷ 小6 31.52 2:19.73 ( +0.31)

32 1/2 東  京 新代田ＳＳ ｼﾝﾀﾞｲﾀSS 小学 37.35  2:20.06
1 細川　悠雅      ﾎｿｶﾜ ﾕｳｶﾞ 小4 37.35 37.35 (  0.57)
2 吉野　　慧      ﾖｼﾉ ｻﾄｼ 小6 39.39 1:16.74 ( +0.61)
3 渡邊　　峻      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 小6 33.43 1:50.17 ( +0.28)
4 神山祐一郎      ｶﾐﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小6 29.89 2:20.06 ( +0.28)

33 3/8 静  岡 ＢＩＧ棒屋 BIGﾎﾞｳﾔ 小学 37.29  2:20.90
1 山本　悠暉      ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 小6 37.29 37.29 (  0.68)
2 柴田　真理      ｼﾊﾞﾀ ｼﾝﾘ 小6 38.32 1:15.61 ( +0.57)
3 藤沢　卓登      ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｸﾄ 小6 33.56 1:49.17 ( +0.49)
4 真下　知大      ﾏｼﾓ ﾄﾓﾋﾛ 小6 31.73 2:20.90 ( +0.63)

34 1/6 山  梨 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲府 ﾌﾞﾙｰｺｳﾌ 小学 39.13  2:21.12
1 北村　幸惺      ｷﾀﾑﾗ ｺｳｾｲ 小5 39.13 39.13 (  0.65)
2 小林　良輔      ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 小6 40.19 1:19.32 ( +0.53)
3 松永　大河      ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｲｶﾞ 小6 32.84 1:52.16 ( +0.38)
4 戸松　頼音      ﾄﾏﾂ ﾗｲﾈ 小6 28.96 2:21.12 ( +0.48)

35 1/3 愛  知 ＢＩＧ東海 BIGﾄｳｶｲ 小学 36.33  2:21.84
1 佐藤　　笙      ｻﾄｳ ｼｮｳ 小5 36.33 36.33 (  0.64)
2 大畑　光輝      ｵｵﾊﾀ ﾐﾂｷ 小6 40.77 1:17.10 ( +0.15)
3 今松潤之介      ｲﾏﾏﾂ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 小6 34.29 1:51.39 ( +0.72)
4 井上　蒼葉      ｲﾉｳｴ ｱｵﾊﾞ 小6 30.45 2:21.84 ( +0.45)

36 1/1 和歌山 パル彩の台 ｱﾔﾉﾀﾞｲ 小学 37.26  2:21.96
1 小野　友貴      ｵﾉ ﾄﾓｷ 小6 37.26 37.26 (  0.60)
2 川野　隼弥      ｶﾜﾉ ｼｭﾝﾔ 小6 39.35 1:16.61 ( +0.49)
3 小南　璃人      ｺﾐﾅﾐ ﾘﾋﾄ 小6 31.80 1:48.41 ( +0.43)
4 米田　達紀      ｺﾒﾀﾞ ﾀﾂｷ 小6 33.55 2:21.96 ( +0.32)

37 1/8 静  岡 グリーン佐鳴 ｸﾞﾘｰﾝ.S 小学 35.41  2:24.08
1 河原﨑　蓮      ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾚﾝ 小5 35.41 35.41 (  0.58)
2 髙部　知明      ﾀｶﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 小6 41.04 1:16.45 ( +0.64)
3 柴田　和輝      ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ 小5 33.23 1:49.68 ( +0.44)
4 鈴木　瑛太      ｽｽﾞｷ ｴｲﾀ 小4 34.40 2:24.08 ( +0.72)

38 1/7 愛  知 稲沢ＳＳ ｲﾅｻﾞﾜSS 小学 37.65  2:24.27
1 原　　裕貴      ﾊﾗ ﾕｳｷ 小6 37.65 37.65 (  0.67)
2 西村　有生      ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｾｲ 小5 39.58 1:17.23 ( +0.11)
3 宇佐美惺哉      ｳｻﾐ ｾｲﾔ 小4 34.28 1:51.51 ( +0.50)
4 橋村　潤汰      ﾊｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 小4 32.76 2:24.27 ( +0.36)

2/8 愛  知 パル６・３ ﾊﾟﾙ6･3 小学 34.76 失格
1 市野　笑獅      ｲﾁﾉ ｴﾐｼ 小6 34.76 34.76 (  0.54)
2 加藤　聖也      ｶﾄｳ ｾｲﾔ 小6 38.62 1:13.38 ( +0.13)
3 西谷　陽登      ﾆｼﾀﾆ ﾊﾙﾄ 小6 32.53 1:45.91 ( -0.03)
4 鈴木　颯真      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 小6 ( -0.04)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   2:05.78
競技No. : 37 女子  200m 自由形 予選

大会記録   2:08.14

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

1 11/5 静  岡 佐藤　　麗 RSC富士 小6
ｻﾄｳ ｳﾗﾗ RSCﾌｼ  2:14.86 (  0.69)

30.85 1:04.97 1:39.88

2 9/3 神奈川 重田　真依 チャンピオン 小6
ｼｹﾞﾀ ﾏｲ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ  2:15.85 (  0.67)

31.68 1:07.22 1:42.38

3 11/3 長  崎 前川　結衣 ビート相浦 小6
ﾏｴｶﾜ ﾕｲ ﾋﾞｰﾄｱｲﾉｳ  2:15.97 (  0.70)

30.88 1:05.04 1:40.74

4 11/4 愛  媛 髙田　夏帆 ＭＧ双葉 小6
ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ MGﾌﾀﾊﾞ  2:15.99 (  0.69)

30.70 1:05.04 1:40.74

5 9/4 東  京 岡沢優里奈 三菱養和ＳＳ 小6
ｵｶｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ  2:16.22 (  0.67)

31.94 1:07.74 1:42.56

6 10/4 愛  知 後藤　梨子 アシスト蟹江 小6
ｺﾞﾄｳ ﾘｺ ｱｼｽﾄｶﾆｴ  2:16.46 (  0.67)

31.51 1:06.38 1:42.49

7 9/5 愛  媛 文田　愛心 ＭＧ瀬戸内 小6
ﾌﾞﾝﾀﾞ ﾏﾅﾐ MGｾﾄｳﾁ  2:16.58 (  0.70)

31.85 1:07.01 1:42.78

8 10/5 富  山 別本あずさ オーパス高岡 小6
ﾍﾞﾂﾓﾄ ｱｽﾞｻ ｵｰﾊﾟｽSC  2:17.58 (  0.66)

31.59 1:06.66 1:42.20

9 11/6 静  岡 近藤　彩芽 島田チャンプ 小6
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾒ ｼﾏﾀﾞﾁｬﾝﾌ  2:18.22 (  0.69)

31.32 1:05.87 1:42.13

10 11/2 滋  賀 嶋田　れい イトマン大津 小6
ｼﾏﾀﾞ ﾚｲ ｲﾄﾏﾝｵｵﾂ  2:18.64 (  0.67)

31.19 1:05.93 1:42.67

11 10/3 埼  玉 車田　菜月 東川口SC 小6
ｸﾙﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾋｶﾞｼｶﾜSC  2:19.17 (  0.73)

31.66 1:06.93 1:43.25

12 11/8 愛  知 坂本　真白 ｲﾄﾏﾝ春日井 小6
ｻｶﾓﾄ ﾏｼﾛ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ  2:19.53 (  0.64)

32.46 1:07.82 1:44.59

13 10/2 滋  賀 西田　美優 イトマン近江 小6
ﾆｼﾀﾞ ﾐﾕ ｲﾄﾏﾝｵｳﾐ  2:19.62 (  0.74)

32.15 1:07.73 1:44.43

14 9/9 東  京 竹澤　芦奈 東京ＳＣ 小6
ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ ﾄｳｷｮｳSC  2:19.89 (  0.63)

31.56 1:07.38 1:43.26

15 8/7 福  井 佐藤　路望 W.L南条 小6
ｻﾄｳ ﾛﾐ WLﾅﾝｼﾞｮｳ  2:20.12 (  0.68)

32.76 1:08.25 1:44.54
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   2:05.78
競技No. : 37 女子  200m 自由形 予選

大会記録   2:08.14

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

16 10/8 東  京 村松　愛梨 三菱養和ＳＳ 小6
ﾑﾗﾏﾂ ｱｲﾘ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ  2:20.79 (  0.75)

30.65 1:06.61 1:44.27

17 10/1 福  井 芝　　一花 おおいアクア 小6
ｼﾊﾞ ｲﾁｶ ｵｵｲｱｸｱ  2:21.12 (  0.62)

31.66 1:07.01 1:43.99

18 9/8 静  岡 影山　采音 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾔﾈ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ  2:21.21 (  0.72)

32.46 1:08.65 1:46.30

19 7/2 東  京 斉藤　美月 東京ＳＣ 小5
ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ ﾄｳｷｮｳSC  2:21.61 (  0.64)

32.28 1:08.56 1:45.44

20 9/2 鹿児島 有村　友希 Nb 小6
ｱﾘﾑﾗ ﾕｳｷ aaNb  2:21.72 (  0.64)

31.79 1:07.43 1:45.20

21 9/6 静  岡 野崎　由夏 焼津チャンプ 小6
ﾉｻﾞｷ ﾕｶ ﾔｲｽﾞC  2:21.83 (  0.61)

31.32 1:06.75 1:43.81

22 6/8 静  岡 小楠　栞音 ＢＩＧ棒屋 小6
ｵｸﾞｽ ｶﾉﾝ BIGﾎﾞｳﾔ  2:21.84 (  0.76)

31.64 1:07.39 1:44.69

23 4/4 宮  崎 金納　乙生 BIG宮崎 小6
ｶﾝﾉ ｵﾄﾊ BIGﾐﾔｻﾞｷ  2:21.93 (  0.80)

31.80 1:07.51 1:44.91

24 10/7 愛  知 本庄　　渚 ビート守山 小6
ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅｷﾞｻ BEATﾓﾘﾔﾏ  2:22.11 (  0.72)

32.76 1:09.25 1:46.36

25 11/1 福  岡 杉浦　　怜 桜泳大牟田SS 小6
ｽｷﾞｳﾗ ﾚｲ ｵｳｴｲｵｵﾑﾀ  2:22.32 (  0.72)

32.87 1:08.32 1:45.22

26 10/6 静  岡 鈴木ひな子 グリーン高台 小6
ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ ｸﾞﾘｰﾝT  2:22.36 (  0.66)

31.90 1:08.26 1:45.83

27 11/0 三  重 池田羽衣香 津アサヒＳＳ 小6
ｲｹﾀﾞ ｳｲｶ ﾂｱｻﾋSS  2:22.41 (  0.68)

33.13 1:09.49 1:47.09

28 8/4 愛  知 芳賀　真咲 ｲﾄﾏﾝ春日井 小5
ﾊｶﾞ ﾐｻｷ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ  2:22.46 (  0.67)

32.94 1:09.47 1:46.64

29 5/3 東  京 小林　弓月 東京ＳＣ 小6
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ ﾄｳｷｮｳSC  2:22.53 (  0.69)

32.23 1:08.48 1:46.43

30 8/5 大  阪 原　　夏海 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭 小6
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ BSｱｻﾋ  2:22.70 (  0.77)

33.38 1:10.14 1:47.03
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   2:05.78
競技No. : 37 女子  200m 自由形 予選

大会記録   2:08.14

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

30 8/8 長  野 増田　光優 ナガデン中野 小6
ﾏｽﾀﾞ ﾐﾕ ﾅｶﾞﾃﾞﾝﾅｶ  2:22.70 (  0.66)

32.37 1:07.98 1:45.76

32 7/5 東  京 金子　知奈 東京ＳＣ 小6
ｶﾈｺ ﾁﾅ ﾄｳｷｮｳSC  2:23.04 (  0.69)

33.36 1:09.85 1:47.25

33 11/9 長  野 丸山　遙香 ナガデン若里 小6
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙｶ ﾅｶﾞﾃﾞﾝﾜｶ  2:23.43 (  0.67)

33.36 1:09.70 1:47.39

34 6/6 和歌山 川原　奈桜 パル紀の川 小6
ｶﾜﾊﾗ ﾅｵ ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ  2:23.44 (  0.68)

32.06 1:08.90 1:46.44

35 9/0 山  梨 河口　莉奈 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲府 小6
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾅ ﾌﾞﾙｰｺｳﾌ  2:23.89 (  0.69)

32.98 1:09.20 1:47.96

36 6/5 和歌山 北村　心結 アリタＳＣ 小6
ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｳ ｱﾘﾀSC  2:23.90 (  0.77)

32.42 1:09.46 1:47.49

36 8/6 和歌山 上田　嶺紗 KCSC下津 小6
ｳｴﾀﾞ ﾚｲｻ KCSCｼﾓﾂ  2:23.90 (  0.74)

33.74 1:10.11 1:47.43

38 9/1 福  井 土本　菜夢 新田塚SSおおの 小6
ﾂﾁﾓﾄ ﾅﾑ ﾆｯﾀﾂｶｵｵﾉ  2:24.18 (  0.76)

32.27 1:08.46 1:46.72

39 9/7 東  京 菅　　七海 東京ＳＣ 小4
ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ ﾄｳｷｮｳSC  2:24.29 (  0.64)

32.63 1:09.50 1:47.23

40 4/3 千  葉 小松原七海 ユアー我孫子 小6
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾅﾐ ﾕｱｰｱﾋﾞｺ  2:24.43 (  0.72)

32.80 1:09.41 1:47.62

41 4/2 東  京 伊藤　優笑 東京ＳＣ 小5
ｲﾄｳ ﾕｴ ﾄｳｷｮｳSC  2:25.07 (  0.68)

31.52 1:08.05 1:47.42

42 2/1 東  京 関根　江里 ロンド上北台 小6
ｾｷﾈ ｴﾘ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ  2:25.08 (  0.67)

33.34 1:09.88 1:48.07

43 2/8 長  野 米山　理咲 ナガデン長野 小6
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｻ ﾅｶﾞﾃﾞﾝ  2:25.15 (  0.69)

32.84 1:09.98 1:47.91

44 8/9 愛  知 鈴木　歩美 名鉄Ｓ新瀬戸 小5
ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ  2:25.17 (  0.68)

33.52 1:10.28 1:47.78

45 8/0 愛  知 栗田　知那 ＫＬ春日井 小6
ｸﾘﾀ ﾄﾓﾅ KLｶｽｶﾞｲ  2:25.22 (  0.74)

32.84 1:10.24 1:49.12
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   2:05.78
競技No. : 37 女子  200m 自由形 予選

大会記録   2:08.14

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

46 2/2 佐  賀 百田　絢美 ビート伊万里 小6
ﾓﾓﾀ ｱﾔﾐ ﾋﾞｰﾄｲﾏﾘ  2:25.30 (  0.73)

33.13 1:09.13 1:46.86

47 10/9 静  岡 佐野　彩華 RSC富士 小6
ｻﾉ ｱﾔｶ RSCﾌｼ  2:25.49 (  0.79)

32.89 1:09.36 1:47.80

48 2/7 愛  知 加藤あおい Ｖトピア一宮 小6
ｶﾄｳ ｱｵｲ VSCｲﾁﾉﾐﾔ  2:25.53 (  0.70)

33.00 1:10.02 1:47.94

49 4/5 愛  知 浅田　瑞晴 ＫＬ春日井 小5
ｱｻﾀﾞ ﾐｽﾞﾊ KLｶｽｶﾞｲ  2:25.54 (  0.66)

32.79 1:09.49 1:47.69

50 8/2 愛  知 冨田　　梓 ウィル大口 小5
ﾄﾐﾀ ｱｽﾞｻ ｳｨﾙｵｵｸﾞﾁ  2:25.64 (  0.76)

33.22 1:09.69 1:47.87

51 6/7 愛  知 益山　輝虹 ビサイＳＳ 小6
ﾏｽﾔﾏ ﾗｲﾅ ﾋﾞｻｲSS  2:25.76 (  0.66)

33.27 1:10.17 1:48.05

52 8/3 島  根 勝部　萌華 BIG-S松江 小6
ｶﾂﾍﾞ ﾓｴｶ BIGS-ﾏﾂｴ  2:25.78 (  0.76)

33.50 1:10.68 1:48.75

53 1/5 東  京 鈴木のゆり ロンド上北台 小6
ｽｽﾞｷ ﾉﾕﾘ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ  2:25.81 (  0.68)

33.14 1:11.02 1:49.26

53 10/0 大  阪 植村　まの ＭＧ泉南 小6
ｳｴﾑﾗ ﾏﾉ MGｾﾝﾅﾝ  2:25.81 (  0.66)

32.65 1:09.14 1:47.93

55 3/3 愛  知 遠藤　　花 パル西尾 小6
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ ﾊﾟﾙﾆｼｵ  2:25.88 (  0.62)

33.09 1:09.95 1:48.89

56 6/9 東  京 佐々木愛実 マリン舎人 小6
ｻｻｷ ｱｲﾐ ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ  2:25.89 (  0.78)

32.97 1:09.27 1:47.30

57 6/4 千  葉 森川　真衣 ＥＡＳＴ 小6
ﾓﾘｶﾜ ﾏｲ EAST  2:26.03 (  0.62)

32.83 1:09.92 1:48.48

58 5/6 山  梨 大久保ﾋﾏﾜﾘ フジヤマＳＣ 小6
ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾏﾜﾘ ﾌｼﾞﾔﾏSC  2:26.14 (  0.69)

33.72 1:11.10 1:49.36

59 4/8 静  岡 中村　心柚 袋井ＳＣ 小5
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｽﾞ ﾌｸﾛｲSC  2:26.47 (  0.72)

33.90 1:11.48 1:48.48

60 11/7 東  京 武腰　桃子 マリン西新井 小6
ﾀｹｺｼ ﾓﾓｺ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ  2:26.56 (  0.76)

32.50 1:09.27 1:47.59
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61 3/8 東  京 千葉まひる 三菱養和ＳＳ 小5
ﾁﾊﾞ ﾏﾋﾙ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ  2:26.71 (  0.60)

34.04 1:10.90 1:49.26

62 4/7 静  岡 原田　夏苗 エスポ袋井 小6
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅｴ ｴｽﾎﾟﾌｸﾛｲ  2:26.72 (  0.72)

32.96 1:10.40 1:49.77

63 8/1 静  岡 岩邊　真悠 グリーン佐鳴 小5
ｲﾜﾅﾍﾞ ﾏﾕ ｸﾞﾘｰﾝ.S  2:26.76 (  0.75)

32.68 1:10.16 1:49.27

64 5/2 愛  知 秋田　莉実 アイレクス 小6
ｱｷﾀ ﾘﾐ ｱｲﾚｸｽ  2:26.83 (  0.71)

33.56 1:11.45 1:49.59

65 3/6 神奈川 後藤　遥香 林水泳教室 小6
ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｶ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ  2:26.91 (  0.74)

33.48 1:11.01 1:49.06

66 7/7 三  重 加藤　　凜 ﾋﾞｰﾄｻﾝﾊﾟｰｸ 小6
ｶﾄｳ ﾘﾝ ﾋﾞｰﾄｻﾝﾊﾟ  2:26.98 (  0.71)

33.67 1:11.45 1:50.13

67 1/4 和歌山 島村　小菜 パルワカヤマ 小5
ｼﾏﾑﾗ ｻﾅ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ  2:27.09 (  0.68)

33.37 1:10.32 1:48.68

68 2/5 東  京 安齊　智花 ミ-ズクラブ 小6
ｱﾝｻﾞｲ ﾄﾓｶ ﾐ-ｽﾞｸﾗﾌﾞ  2:27.16 (  0.68)

32.83 1:09.74 1:48.66

69 6/3 東  京 澤崎　真和 ロンド東村山 小6
ｻﾜｻﾞｷ ﾏﾜ ﾛﾝﾄﾞHGM  2:27.33 (  0.61)

33.27 1:10.23 1:49.00

70 7/6 東  京 小茂田季瑚 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 小6
ｺﾓﾀﾞ ｷｺ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ  2:27.37 (  0.70)

33.31 1:10.33 1:49.23

71 5/5 愛  知 杉浦　妃織 碧南ＳＳ 小6
ｽｷﾞｳﾗ ﾋｵﾘ ﾍｷﾅﾝSS  2:27.53 (  0.68)

33.29 1:09.95 1:48.87

72 5/9 静  岡 狩野　胡桃 東部ＳＳ 小6
ｶﾉ ｸﾙﾐ ﾄｳﾌﾞSS  2:27.65 (  0.69)

32.54 1:09.40 1:48.92

73 3/5 大  阪 北浦　茜里 ＭＧ泉南 小6
ｷﾀｳﾗ ｱｶﾘ MGｾﾝﾅﾝ  2:27.86 (  0.76)

34.18 1:12.10 1:50.65

74 7/4 埼  玉 藤井　結衣 東川口SC 小4
ﾌｼﾞｲ ﾕｲ ﾋｶﾞｼｶﾜSC  2:27.88 (  0.82)

33.94 1:11.66 1:50.78

74 7/8 静  岡 中村　柑南 エスポ 小6
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ ｴｽﾎﾟ  2:27.88 (  0.71)

33.37 1:11.43 1:49.68
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76 2/3 北海道 那須妃奈乃 ＮＥＸＴ網走 小5
ﾅｽ ﾋﾅﾉ NEXTｱﾊﾞ  2:28.05 (  0.78)

33.79 1:10.95 1:49.94

77 6/2 福  井 江守　希優 まるおかｱｸｱ 小6
ｴﾓﾘ ﾏﾋﾛ ﾏﾙｵｶｱｸｱ  2:28.18 (  0.81)

34.52 1:11.83 1:50.37

78 5/1 愛  知 下ノ村紗桜 ＢＩＧ加木屋 小6
ｼﾓﾉﾑﾗ ｻｵ BIGｶｷﾞﾔ  2:28.22 (  0.70)

34.35 1:11.82 1:50.92

79 2/6 富  山 丸山　はな ナントＳＣ 小6
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾅ ﾅﾝﾄSC  2:28.25 (  0.73)

32.84 1:10.13 1:48.94

80 7/3 愛  知 笠原　菜央 ＢＩＧ加木屋 小6
ｶｻﾊﾗ ﾅｵ BIGｶｷﾞﾔ  2:28.43 (  0.80)

33.63 1:10.93 1:50.17

81 5/4 神奈川 勝俣　瑠菜 ニスポ元住吉 小6
ｶﾂﾏﾀ ﾙﾅ ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ  2:28.78 (  0.70)

33.65 1:11.56 1:50.95

82 5/0 福  井 島田　小春 ＫＴＰつるが 小6
ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ KTPﾂﾙｶﾞ  2:28.82 (  0.72)

35.17 1:12.95 1:51.20

83 7/1 静  岡 野村　優心 A-１SS 小6
ﾉﾑﾗ ﾕｳﾐ A-1SS  2:28.85 (  0.72)

33.64 1:11.16 1:50.37

84 7/0 石  川 東田　一檎 金沢SC三十苅 小6
ﾄｳﾀﾞ ｲﾁｺﾞ ｶﾅｻﾞﾜｻﾝｼ  2:29.18 (  0.65)

33.62 1:12.12 1:51.61

85 7/9 愛  知 古川　都羽 イトマン中村 小5
ﾌﾙｶﾜ ﾄﾜ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ  2:29.23 (  0.73)

33.65 1:12.56 1:51.75

86 5/7 愛  知 豊田　芽依 Myスイム東名 小6
ﾄﾖﾀﾞ ﾒｲ Myｽｲﾑ  2:29.36 (  0.63)

34.29 1:12.73 1:51.54

87 1/3 愛  知 岩瀬　千織 稲沢ＳＳ 小6
ｲﾜｾ ﾁｵﾘ ｲﾅｻﾞﾜSS  2:29.71 (  0.63)

34.15 1:11.60 1:50.87

88 3/7 神奈川 田尻　早羅 神奈中ＳＳ 小6
ﾀｼﾞﾘ ｻﾗ ｶﾅﾁｭｳSS  2:30.06 (  0.75)

35.26 1:13.19 1:51.70

89 5/8 静  岡 萩原　絵里 東部ＳＳ 小5
ﾊｷﾞﾜﾗ ｴﾘ ﾄｳﾌﾞSS  2:30.38 (  0.68)

34.50 1:13.12 1:52.59

90 3/1 埼  玉 高山　　葉 ﾋｭｰﾏﾝみさと 小6
ﾀｶﾔﾏ ﾖｳ ﾋｭｰﾏﾝﾐｻﾄ  2:30.47 (  0.75)

35.08 1:14.44 1:53.26
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   2:05.78
競技No. : 37 女子  200m 自由形 予選

大会記録   2:08.14

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

91 4/6 和歌山 森下　莉子 パルワカヤマ 小5
ﾓﾘｼﾀ ﾘｺ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ  2:30.54 (  0.74)

32.83 1:12.24 1:52.60

92 2/4 茨  城 河野　朱里 ＳＡ水戸 小5
ｺｳﾉ ｱｶﾘ SAﾐﾄ  2:30.81 (  0.66)

34.00 1:12.11 1:52.25

93 2/0 愛  知 新美　心菜 ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺 小6
ﾆｲﾐ ｺｺﾅ ﾙ･ｼﾞﾓｸｼﾞ  2:31.16 (  0.69)

33.68 1:10.90 1:51.02

94 3/4 愛  知 岩田　七海 Ｖトピア一宮 小5
ｲﾜﾀ ﾅﾅﾐ VSCｲﾁﾉﾐﾔ  2:31.77 (  0.65)

34.03 1:12.15 1:52.30

95 3/9 静  岡 渋谷　晏慈 A-１SS 小5
ｼﾌﾞﾔ ｱﾝｼﾞ A-1SS  2:32.41 (  0.68)

34.25 1:13.16 1:53.11

96 3/0 和歌山 福田　千愛 ＭＧﾄﾞﾙﾌｨﾝ 小6
ﾌｸﾀﾞ ﾁﾅ MGﾄﾞﾙﾌｨﾝ  2:32.64 (  0.76)

34.85 1:12.73 1:52.38

97 3/2 和歌山 太田　聡実 パルワカヤマ 小6
ｵｵﾀ ｻﾄﾐ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ  2:32.84 (  0.77)

33.38 1:11.74 1:52.86

98 4/0 静  岡 津田　心雪 深谷ＳＣ浜松 小6
ﾂﾀﾞ ｺﾕｷ FSCﾊﾏﾏﾂ  2:33.42 (  0.74)

34.25 1:13.00 1:54.06

99 4/1 富  山 吉岡　依咲 富山ＳＣ 小6
ﾖｼｵｶ ｲｻｷ ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ  2:33.85 (  0.75)

34.31 1:13.60 1:54.52

100 4/9 茨  城 柳谷　彩香 ささはら塾 小6
ﾔﾅｷﾞﾔ ｱﾔｶ ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ  2:34.10 (  0.77)

34.67 1:13.66 1:54.03

6/1 愛  知 荒牧　姫光 コパン東浦 小6
ｱﾗﾏｷ ﾋﾅﾐ ｺﾊﾟﾝﾋｶﾞｼ 失格

6/0 長  野 小原　理子 ＢＭＳ小諸 小6
ｵﾊﾗ ﾘｺ BMSｺﾓﾛ 棄権
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.11
競技No. : 38 男子  200m 自由形 予選

大会記録   2:01.19

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

1 10/3 愛  知 鈴木　崇弘 豊橋ＳＳ 小6
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ﾄﾖﾊｼSS  2:08.76 (  0.78)

29.75 1:02.75 1:35.88

2 11/5 埼  玉 神場　一樹 おざわＳＳ 小6
ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ ｵｻﾞﾜSS  2:10.78 (  0.57)

29.31 1:02.18 1:37.26

3 9/4 神奈川 齋藤　　龍 神奈中ＳＳ 小6
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ ｶﾅﾁｭｳSS  2:11.47 (  0.63)

30.59 1:04.14 1:38.78

4 11/6 佐  賀 歌野原誠仁 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島 小6
ｳﾀﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ BSﾅﾍﾞｼﾏ  2:12.12 (  0.61)

30.36 1:03.49 1:38.06

5 9/3 愛  知 竹内　大輔 ＢＯＸ豊川 小6
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ BOXﾄﾖｶﾜ  2:12.28 (  0.66)

30.06 1:03.81 1:38.62

6 11/4 和歌山 横山　　蒼 パルワカヤマ 小6
ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ  2:12.29 (  0.61)

29.19 1:02.55 1:37.40

7 10/6 和歌山 山口　新太 パル紀の川 小6
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾗﾀ ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ  2:12.69 (  0.68)

29.63 1:02.17 1:36.87

8 9/5 埼  玉 丹野　義大 東川口SC 小6
ﾀﾝﾉ ﾄﾓﾊﾙ ﾋｶﾞｼｶﾜSC  2:12.80 (  0.71)

30.98 1:04.20 1:38.61

9 10/4 愛  媛 青野　　空 ＭＧ双葉 小6
ｱｵﾉ ｿﾗ MGﾌﾀﾊﾞ  2:12.85 (  0.62)

30.47 1:04.25 1:39.02

10 11/7 大  阪 伊東　克真 ＳＡ今川 小6
ｲﾄｳ ｶﾂﾏ SAｲﾏｶﾞﾜ  2:13.30 (  0.67)

31.00 1:04.81 1:39.54

11 11/1 佐  賀 橋本　輝仁 ようどう館佐 小6
ﾊｼﾓﾄ ﾃﾙﾋﾄ ﾖｳﾄﾞｳｶﾝｻ  2:13.95 (  0.74)

31.02 1:05.69 1:40.15

12 11/3 愛  知 菱川　　槙 みなとＳＳ 小6
ﾋｼｶﾜ ﾏｷ ﾐﾅﾄSS  2:14.14 (  0.60)

30.32 1:04.35 1:40.29

13 10/2 鹿児島 江﨑　侑聖 Ｋｉｔ 小6
ｴｻﾞｷ ﾕｳｾｲ kit  2:14.98 (  0.71)

30.17 1:03.46 1:38.56

14 7/9 静  岡 秋定　侑汰 グランツ 小6
ｱｷｻﾀﾞ ﾕｳﾀ ｸﾞﾗﾝﾂ  2:15.12 (  0.66)

31.70 1:06.68 1:42.80

15 10/7 東  京 八木　太一 東京ＳＣ 小6
ﾔｷﾞ ﾀｲﾁ ﾄｳｷｮｳSC  2:15.15 (  0.66)

30.35 1:03.83 1:39.45
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.11
競技No. : 38 男子  200m 自由形 予選

大会記録   2:01.19

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

16 9/2 東  京 刈谷　　守 東京ＳＣ 小6
ｶﾘﾔ ﾏﾓﾙ ﾄｳｷｮｳSC  2:15.30 (  0.54)

30.80 1:05.24 1:40.64

17 4/4 大  阪 富谷　弦隆 ＨＯＳ小阪 小6
ﾄﾐﾔ ｹﾞﾝﾘｭｳ HOSｺｻｶ  2:16.01 (  0.61)

30.60 1:05.48 1:42.04

18 11/2 三  重 松永　暖琉 津トップＳＣ 小6
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙ ﾂﾄｯﾌﾟSC  2:16.58 (  0.71)

31.06 1:05.48 1:41.18

19 8/4 兵  庫 濱本　大智 姫路スポーツ 小6
ﾊﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ ﾋﾒｼﾞｽﾎﾟｰ  2:16.88 (  0.57)

31.35 1:06.26 1:41.99

20 9/6 愛  知 津山　翔聖 ビサイＳＳ 小6
ﾂﾔﾏ ｼｮｳｾｲ ﾋﾞｻｲSS  2:16.89 (  0.62)

30.77 1:04.94 1:40.84

21 11/8 和歌山 鈴木　麻斗 パル紀の川 小6
ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ  2:16.91 (  0.67)

31.08 1:05.50 1:40.90

22 8/3 山  梨 戸松　頼音 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲府 小6
ﾄﾏﾂ ﾗｲﾈ ﾌﾞﾙｰｺｳﾌ  2:17.12 (  0.78)

30.59 1:06.09 1:42.24

23 9/1 茨  城 野原　蒼太 ささはら塾 小6
ﾉﾊﾗ ｿｳﾀ ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ  2:17.18 (  0.76)

31.36 1:06.45 1:41.86

24 8/9 兵  庫 河合　仁楠 アルゴニスポ小野 小6
ｶﾜｲ ｼﾞﾅﾝ ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ  2:18.00 (  0.70)

31.67 1:06.59 1:42.27

25 11/0 兵  庫 石井　悠一 佐用ＳＳ 小6
ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ ｻﾖｳSS  2:18.67 (  0.64)

31.72 1:06.57 1:42.50

26 8/6 東  京 鳥居　亮太 東京ＳＣ 小6
ﾄﾘｲ ﾘｮｳﾀ ﾄｳｷｮｳSC  2:18.84 (  0.67)

31.90 1:07.85 1:43.82

27 8/1 愛  知 市野　笑獅 パル６・３ 小6
ｲﾁﾉ ｴﾐｼ ﾊﾟﾙ6･3  2:18.99 (  0.63)

32.07 1:07.47 1:43.30

28 10/1 神奈川 小林　優心 神奈中ＳＳ 小6
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾝ ｶﾅﾁｭｳSS  2:19.24 (  0.70)

32.62 1:08.41 1:44.59

29 9/0 長  野 志川　瑛音 ナガデン須坂 小5
ｼｶﾞﾜ ｱｷﾄ ﾅｶﾞﾃﾞﾝS  2:19.30 (  0.70)

32.08 1:07.38 1:44.53

29 9/7 神奈川 中野　輝音 神奈中ＳＳ 小5
ﾅｶﾉ ｷﾗ ｶﾅﾁｭｳSS  2:19.30 (  0.68)

32.26 1:08.22 1:44.51
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.11
競技No. : 38 男子  200m 自由形 予選

大会記録   2:01.19

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

31 10/9 愛  知 寺田　朝陽 東邦ＳＣ 小6
ﾃﾗﾀﾞ ｱｻﾋ ﾄｳﾎｳSC  2:19.32 (  0.73)

31.80 1:07.52 1:44.09

32 10/8 三  重 藤田　海帆 ビート松阪 小6
ﾌｼﾞﾀ ｶｲﾎ ﾋﾞｰﾄﾏﾂｻｶ  2:19.35 (  0.68)

32.25 1:07.89 1:44.07

33 10/5 三  重 宮本　晄希 津トップＳＣ 小6
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ ﾂﾄｯﾌﾟSC  2:19.59 (  0.64)

30.94 1:06.64 1:43.63

34 9/9 愛  知 中西　純貴 ビート守山 小6
ﾅｶﾆｼ ﾖｼｷ BEATﾓﾘﾔﾏ  2:19.61 (  0.68)

32.36 1:07.35 1:44.07

35 6/5 東  京 髙木　悠佑 東京ＳＣ 小5
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｽｹ ﾄｳｷｮｳSC  2:20.23 (  0.61)

32.56 1:08.35 1:45.56

36 6/4 愛  知 近藤　　勇 豊橋ＳＳ 小6
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ ﾄﾖﾊｼSS  2:20.38 (  0.63)

31.77 1:07.07 1:44.21

37 8/5 長  崎 立花　琉真 ウオタ・長崎 小5
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾏ Wﾅｶﾞｻｷ  2:20.66 (  0.77)

31.84 1:08.14 1:44.89

38 5/6 兵  庫 端　　凌志 塚口ＳＳ 小6
ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ ﾂｶｸﾞﾁSS  2:20.72 (  0.64)

32.66 1:07.74 1:44.80

39 8/8 東  京 石鍋光之介 マリン西新井 小6
ｲｼﾅﾍﾞ ｺｳﾉｽｹ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ  2:21.26 (  0.66)

32.40 1:08.58 1:45.90

40 6/6 大  阪 中條　　航 HOS 南千里 小6
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾜﾀﾙ HOS SC  2:21.29 (  0.72)

32.67 1:09.70 1:45.27

40 11/9 東  京 保坂瞭太朗 マリン西新井 小6
ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ  2:21.29 (  0.65)

31.60 1:07.83 1:44.54

42 9/8 佐  賀 草場　大地 アクセス佐賀 小6
ｸｻﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ ｱｸｾｽｻｶﾞ  2:21.35 (  0.62)

32.71 1:08.57 1:45.69

43 4/3 和歌山 中山　　瀧 パルワカヤマ 小6
ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ  2:21.68 (  0.76)

32.60 1:08.68 1:46.50

44 7/1 静  岡 新井　鏡矢 東部ＳＳ 小5
ｱﾗｲ ｷｮｳﾔ ﾄｳﾌﾞSS  2:21.77 (  0.63)

33.19 1:08.79 1:45.41

45 8/7 埼  玉 井上　丈瑠 ユアー蕨 小6
ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ  2:22.09 (  0.66)

32.65 1:08.85 1:46.22
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.11
競技No. : 38 男子  200m 自由形 予選

大会記録   2:01.19

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

46 3/2 和歌山 小島　温史 パル紀の川 小6
ｺｼﾞﾏ ｱﾂｼ ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ  2:22.17 (  0.62)

33.05 1:09.80 1:47.01

47 2/2 埼  玉 原田　一護 サンシャイン 小6
ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁｺﾞ ｻﾝｼｬｲﾝ  2:22.25 (  0.71)

32.51 1:08.67 1:46.38

48 8/0 大  阪 青木　美祐 ＭＧ和泉 小6
ｱｵｷ ﾐﾋﾛ MGｲｽﾞﾐ  2:22.35 (  0.66)

32.77 1:09.29 1:47.24

49 4/5 三  重 末谷　壮汰 四日市ＳＣ 小6
ｽｴﾀﾆ ｿｳﾀ ﾖｯｶｲﾁSC  2:22.41 (  0.60)

32.38 1:08.49 1:45.55

50 7/7 石  川 藤田　涼平 金沢SC小立野 小6
ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ ｶﾅｻﾞﾜSCｺ  2:22.62 (  0.72)

32.26 1:08.09 1:45.44

51 3/4 宮  崎 津曲　一岐 BIG宮崎 小6
ﾂﾏｶﾞﾘ ｲﾂｷ BIGﾐﾔｻﾞｷ  2:22.83 (  0.73)

32.22 1:08.64 1:46.62

52 6/8 大  阪 滝本　　駿 岸和田ＳＳ 小6
ﾀｷﾓﾄ ｼｭﾝ ｷｼﾜﾀﾞSS  2:23.21 (  0.73)

33.40 1:10.59 1:46.84

53 2/1 愛  知 宇佐美惺哉 稲沢ＳＳ 小4
ｳｻﾐ ｾｲﾔ ｲﾅｻﾞﾜSS  2:23.44 (  0.61)

31.90 1:07.49 1:45.17

54 5/4 福  井 柳原　悠人 おおいアクア 小6
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ ｵｵｲｱｸｱ  2:23.46 (  0.57)

31.53 1:07.37 1:45.23

55 10/0 長  野 清澤　龍翔 ＳＡＭ中央 小4
ｷﾖｻﾜ ﾘｭｳﾄ ｻﾑﾁｭｳｵｳ  2:23.59 (  0.66)

33.36 1:10.06 1:47.93

56 7/4 兵  庫 大﨑　一輝 塚口ＳＳ 小5
ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ ﾂｶｸﾞﾁSS  2:23.64 (  0.69)

33.07 1:09.68 1:47.07

57 7/2 福  岡 河口　晃大 筑後SS 小6
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾄ ﾁｸｺﾞSS  2:23.78 (  0.70)

32.76 1:09.12 1:46.29

58 7/8 静  岡 伊藤　吉平 東部ＳＳ 小5
ｲﾄｳ ｷｯﾍﾟｲ ﾄｳﾌﾞSS  2:23.86 (  0.66)

33.10 1:09.37 1:47.10

59 6/1 埼  玉 長谷　壱丸 サンシャイン 小6
ﾊｾ ｲﾁﾏﾙ ｻﾝｼｬｲﾝ  2:23.97 (  0.75)

32.01 1:08.59 1:47.08

60 2/8 三  重 吉田　陽葵 伊勢ＳＳ 小5
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ ｲｾSS  2:24.03 (  0.62)

32.93 1:09.68 1:47.12
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.11
競技No. : 38 男子  200m 自由形 予選

大会記録   2:01.19

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

61 4/9 愛  知 松岡　拓矢 アシスト蟹江 小6
ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾔ ｱｼｽﾄｶﾆｴ  2:24.26 (  0.68)

33.51 1:09.94 1:46.56

62 3/6 山  梨 山田　庵璃 なかだてＳＳ 小6
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾘ ﾅｶﾀﾞﾃSS  2:24.30 (  0.67)

33.38 1:11.47 1:48.82

63 7/5 東  京 阿部　隼大 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 小6
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ  2:24.34 (  0.58)

33.17 1:10.69 1:48.95

64 7/6 東  京 倉橋　礼悟 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 小6
ｸﾗﾊｼ ﾗｲｺﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ  2:24.35 (  0.64)

32.95 1:10.04 1:48.14

65 3/0 福  井 安田　陽登 ＫＴＰつるが 小5
ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ KTPﾂﾙｶﾞ  2:24.37 (  0.64)

33.14 1:09.70 1:47.32

66 3/9 長  野 原山　　曜 大町ＳＳ 小5
ﾊﾗﾔﾏ ﾋｶﾙ ｵｵﾏﾁSS  2:24.60 (  0.69)

32.25 1:09.04 1:47.81

67 6/3 静  岡 渡邉　雅大 レオリブレ 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ ﾚｵﾘﾌﾞﾚ  2:24.79 (  0.70)

32.26 1:07.66 1:46.17

68 1/4 兵  庫 中川　陽喜 塚口ＳＳ 小6
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ ﾂｶｸﾞﾁSS  2:24.88 (  0.70)

33.14 1:10.46 1:48.94

69 2/0 東  京 竹之内隼人 東京ＳＣ 小5
ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ ﾄｳｷｮｳSC  2:24.92 (  0.62)

32.86 1:10.48 1:49.32

70 4/7 愛  知 永坂　崇柾 碧南ＳＳ 小6
ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｾｲ ﾍｷﾅﾝSS  2:25.12 (  0.72)

32.81 1:10.49 1:48.61

71 1/3 石  川 横地　竜成 金沢SC小立野 小5
ﾖｺｼﾞ ﾘｭｳｾｲ ｶﾅｻﾞﾜSCｺ  2:25.15 (  0.71)

33.25 1:09.86 1:48.01

72 4/8 千  葉 長島　光伯 ＢＩＧ木更津 小6
ﾅｶﾞｼﾏ ｺﾊｸ BIGｷｻﾗﾂﾞ  2:25.23 (  0.59)

32.34 1:10.14 1:48.42

73 7/3 静  岡 松下　篤史 エスポ 小6
ﾏﾂｼﾀ ｱﾂｼ ｴｽﾎﾟ  2:25.31 (  0.63)

32.96 1:10.53 1:49.66

74 5/7 三  重 尾崎　照英 伊勢ＳＳ 小6
ｵｻﾞｷ ｼｮｳｴｲ ｲｾSS  2:25.45 (  0.59)

33.97 1:10.53 1:48.78

75 2/5 長  野 小林　璃輝 ナガデン長野 小6
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｷ ﾅｶﾞﾃﾞﾝ  2:25.52 (  0.70)

34.16 1:11.65 1:49.70
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.11
競技No. : 38 男子  200m 自由形 予選

大会記録   2:01.19

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

76 2/4 愛  知 平林　莉空 ＫＬ西春日井 小6
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｸ KLﾆｼｶｽｶﾞ  2:25.56 (  0.69)

33.91 1:11.72 1:50.30

77 2/7 福  井 宮本　啓司 ＫＴＰつるが 小5
ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｼﾞ KTPﾂﾙｶﾞ  2:25.85 (  0.65)

34.46 1:12.27 1:51.02

78 4/6 愛  知 内藤　龍空 みなとＳＳ 小6
ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｸ ﾐﾅﾄSS  2:25.89 (  0.75)

32.10 1:08.38 1:47.23

79 5/2 愛  知 小松　斗葵 みなとＳＳ 小5
ｺﾏﾂ ﾄｷ ﾐﾅﾄSS  2:26.08 (  0.67)

32.85 1:10.46 1:48.16

80 8/2 東  京 久保　裕哉 ＳＷＩＦＴ 小6
ｸﾎﾞ ﾕｳﾔ SWIFT  2:26.17 (  0.69)

32.79 1:10.21 1:48.61

81 6/9 静  岡 田代　絢士 島田チャンプ 小6
ﾀｼﾛ ｱﾔﾄ ｼﾏﾀﾞﾁｬﾝﾌ  2:26.55 (  0.70)

33.33 1:10.92 1:49.36

82 4/1 愛  知 織田　楓太 岡崎竜城SC南 小6
ｵﾀﾞ ﾌｳﾀ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ  2:26.73 (  0.68)

32.81 1:10.67 1:50.23

83 2/9 東  京 金子幸之助 東京ＳＣ 小5
ｶﾈｺ ｺｳﾉｽｹ ﾄｳｷｮｳSC  2:26.81 (  0.59)

32.60 1:09.98 1:48.86

84 1/5 三  重 掛橋宗志朗 ベスパＳＳ 小6
ｶｹﾊｼ ｿｳｼﾛｳ ﾍﾞｽﾊﾟSS  2:26.85 (  0.67)

34.12 1:11.43 1:50.02

85 4/2 東  京 赤澤　大雅 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 小6
ｱｶｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ  2:26.96 (  0.60)

32.78 1:10.10 1:48.86

86 5/1 三  重 弓場丈太朗 トップＳＣ 小6
ﾕﾊﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ ﾄｯﾌﾟSC  2:27.24 (  0.63)

33.78 1:11.17 1:49.97

87 3/8 和歌山 平岡　櫂斗 AD岩出SS 小6
ﾋﾗｵｶ ｶｲﾄ ADｲﾜﾃﾞSS  2:27.36 (  0.62)

33.21 1:11.45 1:50.85

88 6/2 大  阪 木瀬　太陽 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭 小6
ｷｾ ﾀｲﾖｳ BSｱｻﾋ  2:27.51 (  0.68)

33.25 1:11.11 1:49.96

89 5/0 東  京 髙橋　駿介 ロンド上北台 小6
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ  2:27.59 (  0.62)

33.82 1:12.08 1:51.52

90 6/7 愛  知 井上　蒼葉 ＢＩＧ東海 小6
ｲﾉｳｴ ｱｵﾊﾞ BIGﾄｳｶｲ  2:27.73 (  0.74)

34.01 1:11.41 1:50.22
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.11
競技No. : 38 男子  200m 自由形 予選

大会記録   2:01.19

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

91 2/3 長  野 増田　　暁 長野DS中央 小4
ﾏｽﾀﾞ ｱｷ ﾅｶﾞﾉDSﾁｭ  2:28.00 (  0.70)

34.82 1:13.60 1:51.92

92 3/1 埼  玉 内田　釉万 サンシャイン 小6
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾏ ｻﾝｼｬｲﾝ  2:28.10 (  0.63)

34.10 1:11.27 1:49.47

93 7/0 佐  賀 下　　功明 武雄ＳＣ 小5
ｼﾓ ｺｳﾒｲ TAKEO  2:28.15 (  0.67)

33.66 1:10.57 1:49.41

94 5/5 長  野 鎌崎　伊吹 ＳＡＭ松本 小6
ｶﾏｻｷ ｲﾌﾞｷ ｻﾑﾏﾂﾓﾄ  2:28.67 (  0.68)

32.61 1:10.12 1:49.39

94 6/0 静  岡 飯尾　　悠 ＭＧ浜松 小6
ｲｲｵ ﾕｳ MGﾊﾏﾏﾂ  2:28.67 (  0.65)

32.80 1:09.64 1:50.49

96 3/3 長  野 西原　広翔 ＳＡＭ中央 小6
ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛﾄ ｻﾑﾁｭｳｵｳ  2:28.70 (  0.63)

32.61 1:10.85 1:49.82

97 5/3 静  岡 米山　昊希 袋井ＳＣ 小6
ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｷ ﾌｸﾛｲSC  2:29.51 (  0.70)

33.97 1:12.11 1:51.22

98 5/9 長  野 小林凜太朗 ＳＡＭ塩尻 小6
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ SAMｼｵｼﾞﾘ  2:29.74 (  0.66)

34.06 1:11.91 1:51.46

99 3/5 長  野 田幸　　輝 ナガデン須坂 小6
ﾀｺｳ ﾋｶﾙ ﾅｶﾞﾃﾞﾝS  2:30.67 (  0.71)

34.54 1:13.00 1:52.04

100 3/7 埼  玉 渡辺　武蔵 東川口SC 小5
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑｻｼ ﾋｶﾞｼｶﾜSC  2:30.82 (  0.75)

33.39 1:13.05 1:52.54

101 4/0 埼  玉 松本　逞真 瀬ヶ崎ＳＣ 小6
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾏ ｾｶﾞｻｷSC  2:31.08 (  0.66)

33.04 1:11.49 1:52.04

102 5/8 愛  知 永野凜太朗 ビート守山 小6
ﾅｶﾞﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ BEATﾓﾘﾔﾏ  2:32.77 (  0.77)

34.72 1:13.71 1:54.38

2/6 兵  庫 朝山誠司郎 塚口ＳＳ 小5
ｱｻﾔﾏ ｾｲｼﾛｳ ﾂｶｸﾞﾁSS 棄権
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     29.17
競技No. : 39 女子   50m 背泳ぎ 予選

大会記録     29.91

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 14/6 神奈川 岩崎　真依 ATSC.YW 小6
ｲﾜｻｷ ﾏｲ ATSC.YW    32.57 (  0.55)

2 15/4 鳥  取 上杉　　凛 ＪＳＳ米子 小6
ｳｴｽｷﾞ ﾘﾝ JSSﾖﾅｺﾞ    32.71 (  0.61)

3 14/5 大  阪 森下　　楓 岸和田ＳＳ 小6
ﾓﾘｼﾀ ｶｴﾃﾞ ｷｼﾜﾀﾞSS    33.06 (  0.58)

4 15/0 福  岡 壹岐ひなた 桜泳大牟田SS 小6
ｲｷ ﾋﾅﾀ ｵｳｴｲｵｵﾑﾀ    33.10 (  0.63)

5 14/8 茨  城 武田　蒼依 あかやまＳＳ 小6
ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ ｱｶﾔﾏSS    33.11 (  0.61)

6 16/0 鹿児島 下村　優紀 メルヘン川内 小6
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ ﾒﾙﾍﾝｾﾝﾀﾞ    33.40 (  0.66)

7 16/1 富  山 西塔　柚琶 ＳＡ魚津 小6
ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾊ SAｳｵﾂﾞ    33.43 (  0.59)

8 14/4 静  岡 鈴木　佑彩 浜名湖ＳＳ 小5
ｽｽﾞｷ ﾕｲ ﾊﾏﾅｺSS    33.48 (  0.55)

9 16/4 東  京 清水さやか HIRO’S 小4
ｼﾐｽﾞ ｻﾔｶ ﾁｰﾑﾋｰﾛｰｽ    33.49 (  0.56)

10 16/7 福  岡 亀崎　愛海 ＫＳＧ柳川 小6
ｶﾒｻﾞｷ ｱｲﾐ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    33.66 (  0.56)

11 2/0 長  崎 渕上　真奈 ＩＳＳ諫早 小6
ﾌﾁｶﾞﾐ ﾏﾅ ISSｲｻﾊﾔ    33.70 (  0.61)

12 15/5 和歌山 榎本　裕月 ADカツラギSS 小6
ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ ADｶﾂﾗｷﾞ    33.73 (  0.53)

13 15/6 福  岡 松藤　帆美 ＫＳＧ柳川 小4
ﾏﾂﾌｼﾞ ﾎﾉﾐ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    33.75 (  0.65)

14 16/8 静  岡 宮下　弥優 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕｳ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    33.78 (  0.54)

15 15/8 愛  知 小原みなみ 岡崎竜城SC南 小6
ｵﾊﾗ ﾐﾅﾐ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    33.82 (  0.57)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     29.17
競技No. : 39 女子   50m 背泳ぎ 予選

大会記録     29.91

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

16 14/3 静  岡 乗松咲矢香 エスポ袋井 小6
ﾉﾘﾏﾂ ｻﾔｶ ｴｽﾎﾟﾌｸﾛｲ    33.84 (  0.68)

17 16/3 静  岡 丹羽菜々花 浜名湖ＳＳ 小6
ﾆﾜ ﾅﾅｶ ﾊﾏﾅｺSS    33.88 (  0.64)

18 14/0 宮  崎 金納　乙生 BIG宮崎 小6
ｶﾝﾉ ｵﾄﾊ BIGﾐﾔｻﾞｷ    33.89 (  0.64)

19 15/2 東  京 宇野　光咲 ミミＳＣ品川 小5
ｳﾉ ﾐｻｷ ﾐﾐSC    33.98 (  0.57)

20 13/2 愛  知 大林日菜子 豊橋ＳＳ 小6
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｺ ﾄﾖﾊｼSS    33.99 (  0.55)

21 13/3 愛  知 小寺　花南 みなとＳＳ 小6
ｺﾃﾞﾗ ﾊﾅ ﾐﾅﾄSS    34.03 (  0.69)

22 12/5 神奈川 日向　優衣 ＫＳＳ横須賀 小6
ﾋｭｳｶﾞ ﾕｲ KSSﾖｺｽｶ    34.11 (  0.64)

23 14/9 埼  玉 星野　心結 愛徳SS 小6
ﾎｼﾉ ﾐﾕｳ ｱｲﾄｸSS    34.14 (  0.62)

24 12/6 茨  城 中澤　桃菜 あかやまＳＳ 小5
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ ｱｶﾔﾏSS    34.20 (  0.62)

25 13/9 愛  知 長嶋　心咲 名鉄ＳＳ半田 小6
ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｻｷ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    34.37 (  0.64)

26 9/2 三  重 石田　　葵 四日市ＳＣ 小6
ｲｼﾀﾞ ｱｵｲ ﾖｯｶｲﾁSC    34.43 (  0.53)

27 14/1 福  井 内田　碧空 ＫＴＰつるが 小5
ｳﾁﾀﾞ ﾐｸ KTPﾂﾙｶﾞ    34.54 (  0.61)

28 14/2 愛  知 長山　未來 ｲﾄﾏﾝ春日井 小6
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    34.58 (  0.50)

29 16/5 宮  城 白幡　昊子 ニスポ仙台南 小6
ｼﾗﾊﾀ ｺｳｺ ﾆｽﾎﾟ    34.59 (  0.63)

30 11/2 神奈川 山中　波琉 林水泳教室 小6
ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    34.62 (  0.61)
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30 11/3 静  岡 山田侑希采 袋井ＳＣ 小6
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ ﾌｸﾛｲSC    34.62 (  0.61)

32 11/5 山  梨 大谷　柚葉 フジヤマＳＣ 小5
ｵｵﾀﾆ ﾕｽﾞﾊ ﾌｼﾞﾔﾏSC    34.73 (  0.58)

33 10/3 東  京 鯨井あぐり 東京ＳＣ 小4
ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ ﾄｳｷｮｳSC    34.76 (  0.59)

34 16/6 静  岡 青島　叶夏 ＪＳＳ磐田 小6
ｱｵｼﾏ ｷｮｳｶ JSSｲﾜﾀ    34.84 (  0.56)

35 12/8 愛  知 笠原　菜央 ＢＩＧ加木屋 小6
ｶｻﾊﾗ ﾅｵ BIGｶｷﾞﾔ    34.85 (  0.60)

36 11/9 静  岡 塚本　彩和 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ﾂｶﾓﾄ ｻﾜ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    34.88 (  0.65)

37 11/8 和歌山 田中　悠月 ＭＳＣ 小6
ﾀﾅｶ ﾕﾂﾞｷ MSC    34.89 (  0.62)

38 15/3 愛  知 猪又　　彩 名鉄Ｓ新瀬戸 小5
ｲﾉﾏﾀ ｱﾔ ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ    34.91 (  0.62)

39 7/5 静  岡 丸林　桃子 焼津チャンプ 小6
ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ ﾔｲｽﾞC    34.93 (  0.63)

39 10/1 愛  知 山之内陽菜 Golden Whale 小5
ﾔﾏﾉｳﾁ ﾋﾅﾅ SC･G･W    34.93 (  0.56)

41 13/6 大  阪 宮澤　さら サンタマリア 小6
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾗ ｻﾝﾀﾏﾘｱSS    34.94 (  0.56)

42 15/7 富  山 山川　琴音 富山SC東富山 小6
ﾔﾏｶﾜ ｺﾄﾈ ﾋｶﾞｼﾄﾔﾏ    34.95 (  0.55)

43 16/9 鹿児島 鶴田佳奈実 メルヘン姶良 小6
ﾂﾙﾀ ｶﾅﾐ ﾒﾙﾍﾝｱｲﾗ    34.97 (  0.56)

44 10/9 愛  知 太田ひいろ ＢＯＸ豊川 小5
ｵｵﾀ ﾋｲﾛ BOXﾄﾖｶﾜ    35.01 (  0.63)

45 14/7 静  岡 河辺　沙菜 アケアクラブ 小6
ｺｳﾍﾞ ｻﾅ ｱｹｱｸﾗﾌﾞ    35.02 (  0.58)
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46 12/9 愛  知 青山　陽菜 ＳＳＣ岡崎 小6
ｱｵﾔﾏ ﾋﾅ SSCｵｶｻﾞｷ    35.06 (  0.56)

47 6/7 愛  知 加藤　めい 平針ＳＳ 小6
ｶﾄｳ ﾒｲ ﾋﾗﾊﾞﾘSS    35.09 (  0.59)

48 6/5 愛  知 三宅　優香 ビート守山 小5
ﾐﾔｹ ﾕｳｶ BEATﾓﾘﾔﾏ    35.13 (  0.68)

49 12/4 茨  城 新井　咲菜 ＳＡ水戸 小6
ｱﾗｲ ｻｷﾅ SAﾐﾄ    35.19 (  0.56)

50 13/7 埼  玉 清水　瑠華 WING 小4
ｼﾐｽﾞ ﾙｶ WING    35.22 (  0.64)

51 12/7 静  岡 大平　紋那 ＪＳＳ磐田 小6
ｵｵﾀﾞｲﾗ ｱﾔﾅ JSSｲﾜﾀ    35.29 (  0.66)

52 13/5 岐  阜 山本　遥奈 岐阜西ＳＣ 小6
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾅ ｷﾞﾌﾆｼsc    35.30 (  0.59)

53 15/1 福  井 西出　彩乃 みくにアクア 小5
ﾆｼﾃﾞ ｱﾔﾉ ﾐｸﾆｱｸｱ    35.32 (  0.55)

54 3/0 愛  知 後藤　晴妃 パル知立 小6
ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾋ ﾊﾟﾙﾁﾘｭｳ    35.33 (  0.69)

55 2/8 愛  知 福永　　碧 ＫＬ春日井 小6
ﾌｸﾅｶﾞ ｱｵｲ KLｶｽｶﾞｲ    35.37 (  0.60)

56 8/2 愛  知 野原　柚夏 ＢＩＧアミ 小5
ﾉﾊﾗ ﾕｽﾞｶ BIGｱﾐ    35.40 (  0.53)

57 13/8 和歌山 玉出　実咲 パルワカヤマ 小5
ﾀﾏﾃﾞ ﾐｻｷ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ    35.42 (  0.59)

58 2/2 静  岡 堤　結希乃 ｾｲｼﾝ千代田 小6
ﾂﾂﾐ ﾕｷﾉ ｾｲｼﾝﾁﾖﾀﾞ    35.43 (  0.61)

58 11/1 静  岡 山梨　真緒 袋井ＳＣ 小5
ﾔﾏﾅｼ ﾏｵ ﾌｸﾛｲSC    35.43 (  0.66)

60 5/6 富  山 白石　紗菜 アピア富山 小6
ｼﾗｲｼ ｻﾅ ｱﾋﾟｱﾄﾔﾏ    35.47 (  0.74)
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61 13/1 神奈川 小野　絢華 鎌倉ＳＳ 小6
ｵﾉ ｱﾔｶ ｶﾏｸﾗSS    35.51 (  0.62)

62 3/2 茨  城 白濱　心琴 あかやまＳＳ 小6
ｼﾗﾊﾏ ﾐｺﾄ ｱｶﾔﾏSS    35.52 (  0.63)

63 12/3 東  京 渡邉　　桜 コナミ船堀 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    35.53 (  0.67)

64 7/8 和歌山 坂口　公美 ADむそたSC 小6
ｻｶｸﾞﾁ ｸﾐ ADﾑｿﾀSC    35.54 (  0.61)

65 9/1 静  岡 齋藤　美侑 レオリブレ 小6
ｻｲﾄｳ ﾐﾕ ﾚｵﾘﾌﾞﾚ    35.55 (  0.62)

66 11/6 茨  城 横山　真希 あかやまＳＳ 小5
ﾖｺﾔﾏ ﾏｷ ｱｶﾔﾏSS    35.56 (  0.51)

67 15/9 富  山 大西　琴葉 ナントＳＣ 小5
ｵｵﾆｼ ｺﾄﾊ ﾅﾝﾄSC    35.59 (  0.62)

68 11/4 東  京 寺西　美知 東京ＳＣ 小5
ﾃﾗﾆｼ ﾐﾁ ﾄｳｷｮｳSC    35.63 (  0.62)

68 16/2 福  井 三輪　実由 ＫＴＰつるが 小6
ﾐﾜ ﾐﾕ KTPﾂﾙｶﾞ    35.63 (  0.52)

70 4/4 静  岡 小山田　耀 グランツ 小4
ｺﾔﾏﾀﾞ ｷﾗﾘ ｸﾞﾗﾝﾂ    35.64 (  0.62)

70 12/0 静  岡 小森　香歩 ＪＳＳ磐田 小6
ｺﾓﾘ ｶﾎ JSSｲﾜﾀ    35.64 (  0.58)

72 6/3 静  岡 上原　夏南 東部ＳＳ 小6
ｳｴﾊﾗ ｶﾅﾐ ﾄｳﾌﾞSS    35.69 (  0.68)

72 7/6 東  京 崎山友莉菜 ロンド東村山 小4
ｻｷﾔﾏ ﾕﾘﾅ ﾛﾝﾄﾞHGM    35.69 (  0.58)

74 11/7 神奈川 中村　　光 鎌倉ＳＳ 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ ｶﾏｸﾗSS    35.78 (  0.54)

75 6/6 静  岡 竹下恵里花 ｾｲｼﾝ葵の森 小6
ﾀｹｼﾀ ｴﾘｶ ｾｲｼﾝｱｵｲ    35.81 (  0.66)
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76 10/7 富  山 佐々木　優 黒部ＳＣ 小6
ｻｻｷ ﾕｳ ｸﾛﾍﾞSC    35.83 (  0.60)

76 12/1 富  山 森　　愛音 高岡ＳＣ 小6
ﾓﾘ ｱﾉﾝ ﾀｶｵｶSC    35.83 (  0.60)

78 8/5 東  京 小林　春愛 ロンド上北台 小6
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｱ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ    35.84 (  0.51)

79 13/4 静  岡 塚原　千佳 東富士ＳＣ 小5
ﾂｶﾊﾗ ﾁｶ ﾋｶﾞｼﾌｼﾞ    35.86 (  0.54)

80 10/2 愛  知 松浦　空美 ＫＬ春日井 小5
ﾏﾂｳﾗ ｱﾐ KLｶｽｶﾞｲ    35.93 (  0.54)

81 8/8 愛  知 岩田　紗弥 イトマン中村 小6
ｲﾜﾀ ｻﾔ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    35.94 (  0.63)

82 1/4 東  京 築島　仁子 ロンド上北台 小4
ﾂｷｼﾏ ﾆｺ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ    35.96 (  0.57)

83 3/4 富  山 守田　愛唯 アピア富山 小5
ﾓﾘﾀ ｱｲ ｱﾋﾟｱﾄﾔﾏ    35.99 (  0.60)

83 11/0 東  京 駄原陽菜乃 ロンド上北台 小6
ﾀﾞﾊﾗ ﾋﾅﾉ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ    35.99 (  0.61)

85 1/2 愛  知 寺本　茉白 コパン知多 小6
ﾃﾗﾓﾄ ﾏｼﾛ ｺﾊﾟﾝﾁﾀ    36.00 (  0.70)

86 4/6 埼  玉 中村　美海 ﾋｭｰﾏﾝみさと 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ ﾋｭｰﾏﾝﾐｻﾄ    36.02 (  0.62)

87 8/1 静  岡 北川　遼子 掛川ＳＳ 小6
ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｺ ｶｹｶﾞﾜ    36.06 (  0.63)

88 4/3 愛  知 近藤　舞奈 イトマン中村 小5
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲﾅ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    36.10 (  0.67)

89 7/7 東  京 菅　　七海 東京ＳＣ 小4
ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ ﾄｳｷｮｳSC    36.11 (  0.67)

90 3/8 静  岡 松浦やひろ 島田チャンプ 小6
ﾏﾂｳﾗ ﾔﾋﾛ ｼﾏﾀﾞﾁｬﾝﾌ    36.12 (  0.66)

2019/08/04 12:38:58 Page 6

種目別競技結果

SEIKO Swimming Results System



第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     29.17
競技No. : 39 女子   50m 背泳ぎ 予選

大会記録     29.91

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

90 7/1 静  岡 櫻井　彩葉 ｾｲｼﾝ葵の森 小6
ｻｸﾗｲ ｱﾔﾊ ｾｲｼﾝｱｵｲ    36.12 (  0.68)

92 10/6 東  京 小茂田季瑚 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 小6
ｺﾓﾀﾞ ｷｺ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ    36.16 (  0.68)

93 4/0 愛  知 宇野　綾夏 ウィル大口 小6
ｳﾉ ｱﾔｶ ｳｨﾙｵｵｸﾞﾁ    36.18 (  0.61)

93 10/5 愛  知 志田　　葵 パル西尾 小5
ｼﾀﾞ ﾋﾏﾘ ﾊﾟﾙﾆｼｵ    36.18 (  0.66)

95 8/9 東  京 佐藤志帆子 ミミＳＣ品川 小6
ｻﾄｳ ｼﾎｺ ﾐﾐSC    36.24 (  0.58)

96 7/0 神奈川 窪田　優恵 神奈中ＳＳ 小4
ｸﾎﾞﾀ ﾕﾒ ｶﾅﾁｭｳSS    36.25 (  0.57)

97 3/9 和歌山 太田　佳奈 AD岩出SS 小6
ｵｵﾀ ｶﾅ ADｲﾜﾃﾞSS    36.27 (  0.60)

98 8/0 東  京 野村　梨早 東京ＳＣ 小4
ﾉﾑﾗ ﾘｻ ﾄｳｷｮｳSC    36.29 (  0.61)

99 9/9 愛  知 森　　杏菜 イトマン中村 小4
ﾓﾘ ｱﾝﾅ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    36.32 (  0.59)

100 5/4 愛  知 中西　杏樹 豊橋ＳＳ 小6
ﾅｶﾆｼ ｱﾝｼﾞｭ ﾄﾖﾊｼSS    36.33 (  0.63)

100 13/0 茨  城 田中　柚寿 あかやまＳＳ 小6
ﾀﾅｶ ﾕｽﾞ ｱｶﾔﾏSS    36.33 (  0.62)

102 9/0 静  岡 須山　栞鈴 ＪＳＳ磐田 小6
ｽﾔﾏ ｼｵﾘ JSSｲﾜﾀ    36.39 (  0.61)

103 1/5 和歌山 吉野　心結 ＭＳＣ 小5
ﾖｼﾉ ﾐﾕｲ MSC    36.43 (  0.65)

104 9/7 愛  知 坂本　　結 ＫＬ西春日井 小5
ｻｶﾓﾄ ﾕｲ KLﾆｼｶｽｶﾞ    36.51 (  0.53)

105 5/0 埼  玉 厚木　文花 東松山ＳＳ 小6
ｱﾂｷﾞ ﾌﾐｶ ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏ    36.52 (  0.64)
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106 5/7 山  梨 齋藤　和那 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲府 小6
ｻｲﾄｳ ｶﾅ ﾌﾞﾙｰｺｳﾌ    36.54 (  0.54)

107 2/5 長  野 藤森　早紀 長野DS中央 小6
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻｷ ﾅｶﾞﾉDSﾁｭ    36.57 (  0.60)

108 9/4 愛  知 中山　美南 名鉄ＳＳ刈谷 小5
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ    36.58 (  0.63)

109 7/3 茨  城 青山　侑蒼 ｲﾄﾏﾝ古河 小6
ｱｵﾔﾏ ﾕｱ ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ    36.66 (  0.68)

110 4/7 山  口 日下部美海 ＫＳＧ・徳山 小5
ｸｻｶﾍﾞ ﾏﾘﾝ KSGﾄｸﾔﾏ    36.67 (  0.62)

111 2/1 愛  知 牛塲　彩乃 ｲﾄﾏﾝ春日井 小5
ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    36.71 (  0.72)

111 8/4 愛  知 松本　萌夢 みなとＳＳ 小6
ﾏﾂﾓﾄ ﾒﾕ ﾐﾅﾄSS    36.71 (  0.59)

113 6/0 愛  知 原　　颯花 コパン鳴海 小5
ﾊﾗ ｿﾖｶ ｺﾊﾟﾝﾅﾙﾐ    36.72 (  0.69)

114 12/2 東  京 山﨑　理央 コナミ船堀 小6
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    36.76 (  0.59)

115 2/3 山  口 宮本彩由奈 ＫＳＧ・徳山 小6
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾕﾅ KSGﾄｸﾔﾏ    36.77 (  0.62)

115 5/3 和歌山 田中　京楓 ADむそたSC 小5
ﾀﾅｶ ｷｮｳｶ ADﾑｿﾀSC    36.77 (  0.64)

115 9/3 東  京 権田　三実 HIRO’S 小4
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾐﾐ ﾁｰﾑﾋｰﾛｰｽ    36.77 (  0.53)

118 7/4 埼  玉 森岡　雨音 瀬ヶ崎ＳＣ 小5
ﾓﾘｵｶ ｱﾏﾈ ｾｶﾞｻｷSC    36.79 (  0.51)

119 6/2 愛  知 土田　眞菜 ビサイＳＳ 小6
ﾂﾁﾀﾞ ﾏﾅ ﾋﾞｻｲSS    36.85 (  0.60)

120 6/4 東  京 大谷　咲葵 成増ロンド 小5
ｵｵﾀﾆ ｻｷ ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ    36.88 (  0.62)
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120 8/3 静  岡 中村　心柚 袋井ＳＣ 小5
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｽﾞ ﾌｸﾛｲSC    36.88 (  0.57)

122 3/5 和歌山 堀田もみじ ADカツラギSS 小6
ﾎｯﾀ ﾓﾐｼﾞ ADｶﾂﾗｷﾞ    36.92 (  0.57)

122 7/9 静  岡 森尾　　暖 深谷ＳＣ浜松 小5
ﾓﾘｵ ﾋﾅﾀ FSCﾊﾏﾏﾂ    36.92 (  0.57)

124 8/7 静  岡 田邊　伊吹 ｾｲｼﾝ千代田 小5
ﾀﾅﾍﾞ ｲﾌﾞｷ ｾｲｼﾝﾁﾖﾀﾞ    37.02 (  0.72)

125 2/6 愛  知 神谷　真理 ｲﾄﾏﾝ春日井 小5
ｶﾐﾔ ﾏﾘ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    37.04 (  0.62)

126 1/6 茨  城 宮田　　優 守谷インター 小6
ﾐﾔﾀ ﾕｳ ﾓﾘﾔｲﾝﾀｰ    37.14 (  0.67)

127 2/7 愛  知 松浦　里香 ＢＩＧ加木屋 小6
ﾏﾂｳﾗ ﾘｺ BIGｶｷﾞﾔ    37.17 (  0.61)

127 8/6 愛  知 勝川　玲飛 イトマン中村 小6
ｶﾂｶﾜ ﾘｱ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    37.17 (  0.59)

129 5/9 三  重 臼井　琴音 四日市ＳＣ 小6
ｳｽｲ ｺﾄﾈ ﾖｯｶｲﾁSC    37.18 (  0.68)

129 9/6 愛  知 中村　心音 ＳＳＣ岡崎 小6
ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ SSCｵｶｻﾞｷ    37.18 (  0.54)

129 9/8 大  阪 北　　　彩 ＭＧ泉南 小6
ｷﾀ ｱﾔ MGｾﾝﾅﾝ    37.18 (  0.62)

132 4/1 静  岡 名倉　ゆず ＢＩＧ棒屋 小5
ﾅｸﾞﾗ ﾕｽﾞ BIGﾎﾞｳﾔ    37.19 (  0.65)

133 6/8 富  山 片林　萩月 ＪＳＳ高岡 小6
ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ JSSﾀｶｵｶ    37.21 (  0.62)

134 5/5 愛  知 新美　心菜 ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺 小6
ﾆｲﾐ ｺｺﾅ ﾙ･ｼﾞﾓｸｼﾞ    37.22 (  0.69)

134 6/1 東  京 大野真結子 コナミ船堀 小5
ｵｵﾉ ﾏﾕｺ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    37.22 (  0.59)
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136 2/9 愛  知 近藤　夢華 ＫＬ春日井 小6
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾒｶ KLｶｽｶﾞｲ    37.28 (  0.57)

137 1/3 神奈川 太川　彩音 鎌倉ＳＳ 小6
ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾈ ｶﾏｸﾗSS    37.32 (  0.67)

138 9/5 静  岡 兒玉　心優 グランツ 小6
ｺﾀﾞﾏ ﾐﾕ ｸﾞﾗﾝﾂ    37.34 (  0.72)

139 5/8 愛  知 星川英里奈 城西ＳＳ 小6
ﾎｼｶﾜ ｴﾘﾅ ｼﾞｮｳｻｲSS    37.39 (  0.57)

140 3/3 愛  知 上田　季愛 豊橋ＳＳ 小5
ｳｴﾀ ｷﾅﾘ ﾄﾖﾊｼSS    37.54 (  0.67)

141 3/6 東  京 黒金　　心 成増ロンド 小6
ｸﾛｶﾞﾈ ｺｺﾛ ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ    37.56 (  0.54)

142 3/1 富  山 中野　沙紀 富山ＳＣ 小6
ﾅｶﾉ ｻｷ ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ    37.58 (  0.65)

143 4/2 埼  玉 小林　歩希 WING 小6
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｷ WING    37.63 (  0.68)

144 5/1 和歌山 巽　　丹乃 ADむそたSC 小6
ﾀﾂﾐ ﾆｲﾉ ADﾑｿﾀSC    37.67 (  0.59)

145 2/4 東  京 荻島　柚良 コナミ船堀 小5
ｵｷﾞｼﾏ ﾕﾗ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    37.73 (  0.57)

146 10/0 茨  城 髙橋　凛乃 守谷インター 小6
ﾀｶﾊｼ ﾘﾉ ﾓﾘﾔｲﾝﾀｰ    37.88 (  0.64)

147 4/9 埼  玉 平山　緋音 WING 小5
ﾋﾗﾔﾏ ｱｶﾈ WING    37.90 (  0.70)

147 6/9 神奈川 長濱　波和 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小4
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅｷﾞ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ    37.90 (  0.59)

149 4/5 長  野 掛川　美怜 ＢＭＳ小諸 小5
ｶｹｶﾞﾜ ﾐﾚｲ BMSｺﾓﾛ    37.97 (  0.64)

150 3/7 東  京 竹内　　菫 三菱養和ＳＳ 小6
ﾀｹｳﾁ ｽﾐﾚ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    38.06 (  0.69)
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151 4/8 愛  知 石川あさひ 碧南ＳＳ 小6
ｲｼｶﾜ ｱｻﾋ ﾍｷﾅﾝSS    38.09 (  0.64)

152 5/2 静  岡 森山　亜湖 グリーン高台 小5
ﾓﾘﾔﾏ ｱｺ ｸﾞﾘｰﾝT    38.16 (  0.57)

153 10/8 愛  知 大野　真聖 Myスイム東名 小6
ｵｵﾉ ﾏｷ Myｽｲﾑ    38.24 (  0.70)

154 7/2 三  重 松田　向繰 ベスパＳＳ 小6
ﾏﾂﾀﾞ ﾑｸ ﾍﾞｽﾊﾟSS    38.61 (  0.49)

10/4 愛  知 入江　夏帆 ＳＳＣ岡崎 小4
ｲﾘｴ ﾅﾂﾎ SSCｵｶｻﾞｷ 棄権
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1 11/5 愛  知 鈴木　崇弘 豊橋ＳＳ 小6
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ﾄﾖﾊｼSS    31.05 (  0.65)

2 10/4 神奈川 佐藤　祥吾 ニスポ元住吉 小6
ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ    31.57 (  0.61)

3 11/4 東  京 神棒　悠音 ミミＳＣ品川 小6
ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾐﾐSC    31.64 (  0.57)

4 10/6 神奈川 杉山　陽紀 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小5
ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ    32.54 (  0.58)

5 10/3 埼  玉 池田　侑生 WING 小6
ｲｹﾀﾞ ﾕｳ WING    32.55 (  0.63)

6 9/4 福  岡 西田　瑞稀 ＫＳＧ柳川 小5
ﾆｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    32.61 (  0.49)

7 10/2 愛  知 栗原　修司 ＫＬ春日井 小6
ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ KLｶｽｶﾞｲ    32.94 (  0.63)

8 11/7 愛  知 原田　拓弥 名鉄Ｓ新瀬戸 小6
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ    32.97 (  0.60)

9 11/1 東  京 柳内　大流 東京ＳＣ 小6
ﾔﾅｳﾁ ﾀﾞｲﾙ ﾄｳｷｮｳSC    33.08 (  0.61)

10 4/5 茨  城 稲垣　翔太 あかやまＳＳ 小6
ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳﾀ ｱｶﾔﾏSS    33.29 (  0.63)

11 10/5 島  根 橋本　　東 平田ＳＳ 小6
ﾊｼﾓﾄ ｱｽﾞﾏ ﾋﾗﾀSS    33.34 (  0.55)

12 9/7 東  京 刈谷　　守 東京ＳＣ 小6
ｶﾘﾔ ﾏﾓﾙ ﾄｳｷｮｳSC    33.39 (  0.57)

13 11/3 三  重 後藤　恵友 桑名ＳＳ 小6
ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ ｸﾜﾅSS    33.61 (  0.70)

14 9/1 千  葉 北田　捷人 ＥＡＳＴ 小5
ｷﾀﾀﾞ ﾊﾔﾄ EAST    33.68 (  0.62)

15 9/0 鹿児島 中村　直暉 原田学園ＳＳ 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ ﾊﾗﾀﾞSS    33.72 (  0.59)
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16 10/0 埼  玉 富所　祐太 東川口SC 小6
ﾄﾄﾞｺﾛ ﾕｳﾀ ﾋｶﾞｼｶﾜSC    33.94 (  0.55)

17 11/8 福  岡 柿崎　　瞭 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 小6
ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳ WE-SC    33.97 (  0.59)

18 8/7 愛  知 弘末　和司 ＪＳＳ中川 小6
ﾋﾛｾ ｶｽﾞｼ JSSﾅｶｶﾞﾜ    34.00 (  0.56)

19 11/6 静  岡 谷野　成悠 浜名湖ＳＳ 小6
ﾔﾉ ﾅﾙﾋｻ ﾊﾏﾅｺSS    34.03 (  0.58)

20 11/0 兵  庫 連田　颯真 塚口ＳＳ 小6
ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ ﾂｶｸﾞﾁSS    34.07 (  0.49)

21 3/5 東  京 濱田虎太郎 東京ＳＣ 小6
ﾊﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ ﾄｳｷｮｳSC    34.12 (  0.64)

22 6/0 長  野 水間　奏太 SC安曇野 小6
ﾐｽﾞﾏ ｿｳﾀ Sun Club    34.15 (  0.67)

23 9/6 静  岡 徳増　叡二 グリーン高台 小6
ﾄｸﾏｽ ｴｲｼﾞ ｸﾞﾘｰﾝT    34.29 (  0.70)

24 10/7 愛  知 奥村　太一 ＢＩＧアミ 小6
ｵｸﾑﾗ ﾀｲﾁ BIGｱﾐ    34.34 (  0.55)

25 2/7 東  京 垣見　　尊 三菱養和ＳＳ 小6
ｶｷﾐ ﾀｹﾙ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    34.42 (  0.55)

26 8/6 兵  庫 今井　詠奏 塚口ＳＳ 小6
ｲﾏｲ ｳﾀ ﾂｶｸﾞﾁSS    34.43 (  0.54)

27 8/0 東  京 髙本　　亮 東京ＳＣ 小4
ﾀｶﾓﾄ ﾘｮｳ ﾄｳｷｮｳSC    34.48 (  0.64)

28 2/6 愛  知 井上　凱道 イトマン中村 小5
ｲﾉｳｴ ｶｲｼﾞ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    34.50 (  0.64)

29 9/3 静  岡 今井　優斗 とこはＳＳ 小6
ｲﾏｲ ﾕｳﾄ ﾄｺﾊSS    34.53 (  0.62)

30 8/9 愛  知 瀬尾　凌平 みなとＳＳ 小6
ｾｵ ﾘｮｳﾍｲ ﾐﾅﾄSS    34.55 (  0.64)
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31 2/2 東  京 金子幸之助 東京ＳＣ 小5
ｶﾈｺ ｺｳﾉｽｹ ﾄｳｷｮｳSC    34.61 (  0.55)

32 6/2 静  岡 鈴木　颯真 浜名湖ＳＳ 小6
ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ ﾊﾏﾅｺSS    34.66 (  0.61)

33 2/5 神奈川 柳川　旺汰 チャンピオン 小6
ﾔﾅｶﾞﾜ ｵｳﾀ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ    34.71 (  0.61)

34 6/9 東  京 十時　颯大 ミミＳＣ品川 小6
ﾄﾄｷ ｿｳﾀ ﾐﾐSC    34.76 (  0.63)

34 11/9 静  岡 青山　　玄 磐田カルチャ 小6
ｱｵﾔﾏ ｹﾞﾝ ｲﾜﾀｶﾙﾁｬｰ    34.76 (  0.64)

36 6/3 愛  知 粂　　海翔 平針ＳＳ 小4
ｸﾒ ｶｲﾄ ﾋﾗﾊﾞﾘSS    34.85 (  0.62)

37 4/4 和歌山 園部　暢也 ADむそたSC 小6
ｿﾉﾍﾞ ﾉﾌﾞﾔ ADﾑｿﾀSC    34.86 (  0.69)

38 8/4 埼  玉 原田　一護 サンシャイン 小6
ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁｺﾞ ｻﾝｼｬｲﾝ    34.87 (  0.72)

39 6/6 奈  良 荒金　亮汰 ＭＧニッシン 小4
ｱﾗｶﾈ ﾘｮｳﾀ MGﾆｯｼﾝ    34.88 (  0.61)

40 5/2 愛  知 佐藤　優心 岡崎竜城ＳＣ 小6
ｻﾄｳ ﾕｳｼﾝ ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ    34.93 (  0.58)

41 6/8 福  井 中村　玲偉 ＫＴＰつるが 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ KTPﾂﾙｶﾞ    34.97 (  0.60)

41 10/8 愛  知 津田　恭吾 イトマン中村 小6
ﾂﾀﾞ ｷｮｳｺﾞ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    34.97 (  0.61)

43 6/4 愛  知 小野　慎平 名鉄ＳＳ刈谷 小6
ｵﾉ ｼﾝﾍﾟｲ ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ    35.03 (  0.60)

44 10/9 愛  知 田島　翔太 名鉄ＳＳ岩倉 小6
ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ    35.13 (  0.73)

45 9/9 福  島 長岡　聖貴 ジーラックSC 小6
ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳｷ ｼﾞｰﾗｯｸSC    35.17 (  0.76)
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46 3/6 愛  知 山下琥太郎 みなとＳＳ 小6
ﾔﾏｼﾀ ｺﾀﾛｳ ﾐﾅﾄSS    35.18 (  0.71)

47 10/1 石  川 中池　創思 金沢SC三十苅 小5
ﾅｶｲｹ ｿｳｼ ｶﾅｻﾞﾜｻﾝｼ    35.21 (  0.58)

48 9/5 東  京 山本　暉莉 三菱養和ＳＳ 小6
ﾔﾏﾓﾄ ｷﾘ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    35.23 (  0.55)

49 8/3 三  重 加藤　慶治 ＳＣみえ 小6
ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ SCﾐｴ    35.25 (  0.62)

50 3/1 静  岡 植松　海翔 東部ＳＳ 小6
ｳｴﾏﾂ ｶｲﾄ ﾄｳﾌﾞSS    35.31 (  0.69)

50 8/1 長  野 中村　充希 ナガデン長野 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ ﾅｶﾞﾃﾞﾝ    35.31 (  0.69)

52 7/3 茨  城 福地　柊吾 ｲﾄﾏﾝ古河 小5
ﾌｸﾁ ﾄｳｱ ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ    35.33 (  0.62)

53 7/0 静  岡 梅藤　哉大 浜名湖ＳＳ 小6
ﾊﾞｲﾄｳ ｶﾅﾀ ﾊﾏﾅｺSS    35.35 (  0.58)

54 6/7 宮  崎 岡元　悠浬 BIG宮崎 小5
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾘ BIGﾐﾔｻﾞｷ    35.37 (  0.61)

55 5/1 愛  知 和田　雄高 城西ＳＳ 小5
ﾜﾀﾞ ﾕﾀｶ ｼﾞｮｳｻｲSS    35.40 (  0.63)

56 11/2 愛  知 川崎　栞太 岡崎竜城SC南 小6
ｶﾜｻｷ ｶﾝﾀ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    35.41 (  0.57)

57 3/3 愛  知 浅野　快晴 ＢＩＧアミ 小6
ｱｻﾉ ｶｲｾｲ BIGｱﾐ    35.44 (  0.45)

58 6/5 静  岡 金子　朔弥 レオリブレ 小6
ｶﾈｺ ｻｸﾔ ﾚｵﾘﾌﾞﾚ    35.47 (  0.56)

59 6/1 東  京 長坂　春木 I.S.F 小6
ﾅｶﾞｻｶ ﾊﾙｷ I.S.F    35.63 (  0.54)

59 9/8 石  川 松本　颯太 ｿﾗｰﾚ東洋 小6
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ ｿﾗｰﾚﾄｳﾖｳ    35.63 (  0.54)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     28.19
競技No. : 40 男子   50m 背泳ぎ 予選

大会記録     29.36

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

61 5/5 東  京 太田　圭亮 成増ロンド 小5
ｵｵﾀ ｹｲｽｹ ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ    35.65 (  0.62)

62 2/3 兵  庫 土井　琢矢 姫路スポーツ 小6
ﾄﾞｲ ﾀｸﾔ ﾋﾒｼﾞｽﾎﾟｰ    35.66 (  0.65)

63 8/2 兵  庫 永本　空澄 塚口ＳＳ 小5
ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ ﾂｶｸﾞﾁSS    35.69 (  0.53)

64 5/3 愛  知 古川　晴音 岡崎竜城SC南 小6
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙﾄ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    35.76 (  0.57)

65 3/0 愛  知 児玉　壱聖 ＢＯＸ豊川 小5
ｺﾀﾞﾏ ｲｯｾｲ BOXﾄﾖｶﾜ    35.79 (  0.51)

66 7/6 長  野 櫻井　芳晏 ＢＭＳ佐久 小6
ｻｸﾗｲ ﾖｼｱ ﾌﾞﾙｰﾏﾘﾝｻ    35.84 (  0.61)

67 7/4 静  岡 佐伯虎大朗 グリーン高台 小6
ｻｴｷ ｺﾀﾛｳ ｸﾞﾘｰﾝT    35.90 (  0.59)

68 2/8 大  阪 椙本　涼介 尾崎泉佐野 小6
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ｵｻﾞｷｻﾉｺｳ    35.97 (  0.63)

69 1/4 愛  知 澤木　太希 豊橋ＳＳ 小6
ｻﾜｷ ﾀｲｷ ﾄﾖﾊｼSS    35.99 (  0.71)

70 3/2 東  京 水越　惺太 成増ロンド 小6
ﾐｽﾞｺｼ ｾｲﾀ ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ    36.02 (  0.55)

71 5/7 石  川 松　航太朗 リバティ水夢 小6
ﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ ﾘﾊﾞﾃｨｽｲﾑ    36.13 (  0.59)

72 5/8 島  根 宇野　恵吾 SC隠岐 小5
ｳﾉ ｹｲｺﾞ SCｵｷ    36.15 (  0.55)

73 2/4 鹿児島 伊牟田士道 メルヘン鹿屋 小5
ｲﾑﾀ ｼﾄﾞｳ ﾒﾙﾍﾝｶﾉﾔ    36.20 (  0.58)

74 8/5 静  岡 鈴木慎二郎 深谷ＳＣ浜松 小4
ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞﾛｳ FSCﾊﾏﾏﾂ    36.34 (  0.45)

75 7/5 茨  城 岸本響悠太 ジョイフル 小6
ｷｼﾓﾄ ﾅﾕﾀ ｼﾞｮｲﾌﾙAC    36.36 (  0.60)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果
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50m

76 5/0 静  岡 山本　悠暉 ＢＩＧ棒屋 小6
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ BIGﾎﾞｳﾔ    36.37 (  0.64)

77 7/8 静  岡 渡邉　雅大 レオリブレ 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ ﾚｵﾘﾌﾞﾚ    36.48 (  0.58)

78 5/6 愛  知 奥山　泰至 ＢＩＧアミ 小5
ｵｸﾔﾏ ﾀｲｼ BIGｱﾐ    36.51 (  0.57)

79 5/9 静  岡 米山　昊希 袋井ＳＣ 小6
ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｷ ﾌｸﾛｲSC    36.53 (  0.63)

80 1/3 福  井 西山　理都 ＫＴＰつるが 小4
ﾆｼﾔﾏ ﾘﾂ KTPﾂﾙｶﾞ    36.58 (  0.56)

81 1/5 長  野 佐山　　廉 ＡＦＡＳ伊南 小5
ｻﾔﾏ ﾚﾝ AFASｲﾅﾝ    36.61 (  0.60)

82 7/2 愛  知 大川　輝翔 岡崎竜城SC南 小5
ｵｵｶﾜ ｷﾗﾄ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    36.69 (  0.58)

83 8/8 東  京 細川　悠雅 新代田ＳＳ 小4
ﾎｿｶﾜ ﾕｳｶﾞ ｼﾝﾀﾞｲﾀSS    36.85 (  0.53)

84 4/0 愛  知 徳永　拓也 ｲﾄﾏﾝ春日井 小3
ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾔ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    36.88 (  0.51)

85 7/1 三  重 鶴岡　論也 津田四日市 小6
ﾂﾙｵｶ ﾄｷﾔ ﾂﾀﾞﾖｯｶｲﾁ    36.89 (  0.58)

86 4/2 富  山 稲垣　雄大 オーパス高岡 小5
ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ｵｰﾊﾟｽSC    36.90 (  0.46)

87 4/1 東  京 西川　純平 東京ＳＣ 小5
ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾄｳｷｮｳSC    36.96 (  0.59)

88 3/9 三  重 堀内　悠生 津アサヒＳＳ 小6
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｾｲ ﾂｱｻﾋSS    37.05 (  0.56)

89 5/4 福  岡 松藤　祐聖 ＫＳＧ柳川 小5
ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｳｾｲ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    37.10 (  0.55)

90 7/7 東  京 逸見　太一 三菱養和ＳＳ 小6
ﾍﾝﾐ ﾀｲﾁ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    37.12 (  0.63)
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50m

91 9/2 静  岡 原田　卓門 浜名湖ＳＳ 小5
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾄ ﾊﾏﾅｺSS    37.18 (  0.54)

92 4/9 長  野 西原　広翔 ＳＡＭ中央 小6
ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛﾄ ｻﾑﾁｭｳｵｳ    37.20 (  0.58)

93 2/1 愛  知 森田　海惺 名鉄ＳＳ半田 小6
ﾓﾘﾀ ｶｲｾｲ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    37.25 (  0.57)

94 3/8 岐  阜 玉井　良弥 岐阜西ＳＣ 小6
ﾀﾏｲ ﾘｮｳﾔ ｷﾞﾌﾆｼsc    37.26 (  0.66)

95 7/9 東  京 関口　れお 東京ＳＣ 小4
ｾｷｸﾞﾁ ﾚｵ ﾄｳｷｮｳSC    37.40 (  0.55)

96 4/6 東  京 飯田　敦己 三菱養和ＳＳ 小5
ｲｲﾀﾞ ｱﾂｷ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    37.51 (  0.65)

97 4/7 愛  知 鳴海　琳大 名鉄ＳＳ刈谷 小6
ﾅﾙﾐ ﾘﾝﾀ ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ    37.58 (  0.54)

98 3/4 東  京 渡邉　翔太 東京ＳＣ 小4
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ﾄｳｷｮｳSC    37.64 (  0.55)

99 4/3 福  井 木本　悠太 ＫＴＰつるが 小6
ｷﾓﾄ ﾕｳﾀ KTPﾂﾙｶﾞ    37.73 (  0.63)

100 4/8 茨  城 大森　悠介 ＳＡ水戸 小6
ｵｵﾓﾘ ﾕｳｽｹ SAﾐﾄ    37.95 (  0.66)

101 3/7 愛  知 舩越　　健 岡崎竜城SC南 小4
ﾌﾅｺｼ ﾀｹﾙ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    38.05 (  0.54)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     27.95
競技No. : 41 女子   50m バタフライ 予選

大会記録     28.92

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 18/4 富  山 中嶋　　碧 ナントＳＣ 小6
ﾅｶｼﾏ ｱｵ ﾅﾝﾄSC    29.35 (  0.67)

2 18/5 東  京 長谷明日香 東京ＳＣ 小6
ﾊｾ ｱｽｶ ﾄｳｷｮｳSC    30.12 (  0.68)

3 16/5 愛  知 吉田　奏来 ビート守山 小6
ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ BEATﾓﾘﾔﾏ    30.42 (  0.63)

4 17/4 愛  知 鈴木　沙都 ビート守山 小6
ｽｽﾞｷ ｻﾄ BEATﾓﾘﾔﾏ    30.45 (  0.69)

5 18/8 福  岡 池田　莉央 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ八女 小5
ｲｹﾀﾞ ﾘｵ BSﾔﾒ    30.53 (  0.58)

6 16/4 神奈川 ジーベイ海陽 林水泳教室 小6
ｼﾞｰﾍﾞｲ ｶｲﾗ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    30.61 (  0.66)

7 17/3 愛  知 野末　栞菜 豊橋ＳＳ 小6
ﾉｽﾞｴ ｶﾝﾅ ﾄﾖﾊｼSS    30.65 (  0.67)

8 16/3 茨  城 杉山　智咲 あかやまＳＳ 小6
ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ ｱｶﾔﾏSS    30.77 (  0.64)

9 17/5 愛  知 小寺　花南 みなとＳＳ 小6
ｺﾃﾞﾗ ﾊﾅ ﾐﾅﾄSS    30.88 (  0.68)

10 17/2 静  岡 椿　　桃華 グランツ 小6
ﾂﾊﾞｷ ﾓﾓｶ ｸﾞﾗﾝﾂ    30.95 (  0.72)

11 18/3 静  岡 水上　璃乃 ＪＳＳ磐田 小6
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾉ JSSｲﾜﾀ    30.97 (  0.63)

12 17/6 神奈川 宇野　海音 林水泳教室 小6
ｳﾉ ｱﾏﾈ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    30.99 (  0.73)

13 15/3 静  岡 後藤　里珠 とこはＳＳ 小6
ｺﾞﾄｳ ﾘｽﾞ ﾄｺﾊSS    31.01 (  0.66)

14 18/6 佐  賀 坂本カリナ ようどう館大 小6
ｻｶﾓﾄ ｶﾘﾅ ﾖｳﾄﾞｳｶﾝﾔ    31.10 (  0.66)

15 14/0 神奈川 瀧　　暁音 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小6
ﾀｷ ｱｶﾈ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ    31.15 (  0.80)
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順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

16 16/7 愛  知 浅野　真愛 ＫＬ春日井 小6
ｱｻﾉ ﾏﾅ KLｶｽｶﾞｲ    31.27 (  0.68)

17 16/2 静  岡 林　　莉々 浜名湖ＳＳ 小6
ﾊﾔｼ ﾘﾘ ﾊﾏﾅｺSS    31.53 (  0.68)

18 18/0 長  野 中村　夢希 SC安曇野 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒﾉ Sun Club    31.55 (  0.62)

19 16/6 静  岡 大石　怜采 アケアクラブ 小6
ｵｵｲｼ ﾚﾅ ｱｹｱｸﾗﾌﾞ    31.70 (  0.72)

20 14/5 静  岡 戸塚日南子 伊東ＳＳ 小5
ﾄﾂｶ ﾋﾅｺ ｲﾄｳSS    31.91 (  0.67)

21 17/7 鳥  取 上杉　　凛 ＪＳＳ米子 小6
ｳｴｽｷﾞ ﾘﾝ JSSﾖﾅｺﾞ    31.94 (  0.66)

22 16/0 東  京 高石　青依 ロンド上北台 小5
ﾀｶｲｼ ｱｵｲ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ    31.95 (  0.65)

22 17/1 埼  玉 小野日菜子 サンシャイン 小6
ｵﾉ ﾋﾅｺ ｻﾝｼｬｲﾝ    31.95 (  0.67)

24 18/7 富  山 高橋　歩花 ナントＳＣ 小5
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ ﾅﾝﾄSC    31.98 (  0.79)

25 10/5 佐  賀 百田　絢美 ビート伊万里 小6
ﾓﾓﾀ ｱﾔﾐ ﾋﾞｰﾄｲﾏﾘ    32.02 (  0.77)

26 14/6 愛  知 大城　璃桜 ウィル大口 小6
ｵｵｼﾛ ﾘｵ ｳｨﾙｵｵｸﾞﾁ    32.05 (  0.70)

26 15/1 茨  城 高木　　恋 ささはら塾 小6
ﾀｶｷﾞ ﾚﾝ ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ    32.05 (  0.59)

28 17/8 東  京 真田　有理 東京ＳＣ 小6
ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾘ ﾄｳｷｮｳSC    32.07 (  0.68)

29 18/1 東  京 岸原　沙耶 マリン舎人 小6
ｷｼﾊﾗ ｻﾔ ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ    32.08 (  0.64)

30 10/2 兵  庫 西山菜乃華 アルゴニスポ小野 小6
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾉﾊ ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ    32.16 (  0.67)
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50m

30 18/9 福  井 内田　碧空 ＫＴＰつるが 小5
ｳﾁﾀﾞ ﾐｸ KTPﾂﾙｶﾞ    32.16 (  0.73)

32 18/2 東  京 柴田　　結 マリン西新井 小6
ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ    32.21 (  0.71)

33 14/7 愛  知 野原　柚夏 ＢＩＧアミ 小5
ﾉﾊﾗ ﾕｽﾞｶ BIGｱﾐ    32.22 (  0.62)

34 15/0 東  京 酒葉　理穂 東京ＳＣ 小4
ｻｶﾊﾞ ﾘﾎ ﾄｳｷｮｳSC    32.23 (  0.67)

35 16/8 愛  知 中野　莉緒 アシスト蟹江 小6
ﾅｶﾉ ﾘｵ ｱｼｽﾄｶﾆｴ    32.29 (  0.66)

36 14/4 静  岡 鈴木　彩音 焼津チャンプ 小6
ｽｽﾞｷ ｱﾔﾈ ﾔｲｽﾞC    32.30 (  0.67)

37 13/5 愛  知 牧野　朱夏 ＪＳＳ比良 小6
ﾏｷﾉ ｼﾞｭﾅ JSSﾋﾗ    32.36 (  0.71)

37 14/3 和歌山 坂口　　梓 ADむそたSC 小5
ｻｶｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ ADﾑｿﾀSC    32.36 (  0.67)

39 13/0 東  京 金子　知奈 東京ＳＣ 小6
ｶﾈｺ ﾁﾅ ﾄｳｷｮｳSC    32.38 (  0.67)

40 11/8 東  京 楢島沙也加 ミミＳＣ品川 小6
ﾅﾗｼﾏ ｻﾔｶ ﾐﾐSC    32.40 (  0.74)

41 14/9 静  岡 山内　美紅 ｾｲｼﾝ千代田 小6
ﾔﾏｳﾁ ﾐｸ ｾｲｼﾝﾁﾖﾀﾞ    32.42 (  0.67)

42 3/9 東  京 佐久間実怜 成増ロンド 小6
ｻｸﾏ ﾐﾚｲ ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ    32.47 (  0.69)

43 11/7 愛  知 奥山　暢乃 ＢＩＧアミ 小5
ｵｸﾔﾏ ﾉﾝﾉ BIGｱﾐ    32.60 (  0.72)

44 7/5 愛  知 兵道　咲季 ﾊﾟｼﾌｨｯｸ豊橋 小6
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｻｷ PSCﾄﾖﾊｼ    32.63 (  0.70)

44 17/0 滋  賀 野崎　心優 あどがわＳＳ 小6
ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ ｱﾄﾞｶﾞﾜSS    32.63 (  0.68)
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50m

46 9/8 愛  知 向　琶香芽 ＪＳＳ比良 小6
ﾑｶｲ ﾜｶﾒ JSSﾋﾗ    32.67 (  0.78)

47 14/1 奈  良 蓮川　舞優 ＭＧニッシン 小4
ﾊｽｶﾜ ﾏﾕ MGﾆｯｼﾝ    32.73 (  0.68)

48 9/0 東  京 竹村　咲良 ＲＯＸ．Ｊｒ 小6
ﾀｹﾑﾗ ｻｸﾗ ROXｼﾞｭﾆｱ    32.75 (  0.66)

49 15/4 愛  知 二ツ家裕奈 稲沢ＳＳ 小5
ﾌﾀﾂﾔ ﾕﾅ ｲﾅｻﾞﾜSS    32.79 (  0.71)

50 12/0 和歌山 岡部　希咲 パル紀の川 小6
ｵｶﾍﾞ ｷｻｷ ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ    32.85 (  0.67)

50 17/9 鹿児島 池下樹莉亜 原田学園ＳＳ 小5
ｲｹｼﾀ ｼﾞｭﾘｱ ﾊﾗﾀﾞSS    32.85 (  0.72)

52 15/6 愛  知 牛塲　彩乃 ｲﾄﾏﾝ春日井 小5
ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    32.86 (  0.74)

53 1/5 愛  知 志田　　葵 パル西尾 小5
ｼﾀﾞ ﾋﾏﾘ ﾊﾟﾙﾆｼｵ    32.89 (  0.71)

53 10/9 茨  城 青山　侑蒼 ｲﾄﾏﾝ古河 小6
ｱｵﾔﾏ ﾕｱ ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ    32.89 (  0.75)

55 11/9 静  岡 妹尾　順華 東富士ＳＣ 小6
ｾﾉｵ ｱﾔｶ ﾋｶﾞｼﾌｼﾞ    32.93 (  0.65)

56 12/9 静  岡 青島　叶夏 ＪＳＳ磐田 小6
ｱｵｼﾏ ｷｮｳｶ JSSｲﾜﾀ    32.94 (  0.72)

57 11/5 東  京 佐々木心夏 ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ 小6
ｻｻｷ ｺﾅﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ    32.97 (  0.73)

58 14/8 福  岡 佐渡島　楓 桜泳イシイ 小5
ｻﾄﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ ｵｳｴｲｲｼｲ    33.00 (  0.63)

59 15/9 東  京 寺西　美佳 東京ＳＣ 小6
ﾃﾗﾆｼ ﾐｶ ﾄｳｷｮｳSC    33.01 (  0.70)

60 7/6 東  京 伊藤湖衣乃 東京ＳＣ 小5
ｲﾄｳ ｺｲﾉ ﾄｳｷｮｳSC    33.02 (  0.87)
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60 12/1 三  重 池山　美優 ベスパＳＳ 小6
ｲｹﾔﾏ ﾐﾕ ﾍﾞｽﾊﾟSS    33.02 (  0.60)

62 6/2 静  岡 山崎　紗羅 エスポ袋井 小6
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾗ ｴｽﾎﾟﾌｸﾛｲ    33.03 (  0.65)

63 11/0 神奈川 重田　菜緒 チャンピオン 小5
ｼｹﾞﾀ ﾅｵ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ    33.04 (  0.74)

64 15/2 福  岡 城﨑　楓己 桜泳大牟田SS 小6
ｼﾞｮｳｻﾞｷ ｶﾅ ｵｳｴｲｵｵﾑﾀ    33.05 (  0.68)

65 13/6 富  山 古井　心陽 富山SC東富山 小6
ﾌﾙｲ ｺﾊﾙ ﾋｶﾞｼﾄﾔﾏ    33.08 (  0.62)

65 16/9 茨  城 河野　朱里 ＳＡ水戸 小5
ｺｳﾉ ｱｶﾘ SAﾐﾄ    33.08 (  0.67)

67 3/7 富  山 岩城こころ ＩＯＸ 小5
ｲﾜｼﾞｮｳ ｺｺﾛ IOX    33.09 (  0.69)

67 12/3 静  岡 南部　　琴 グリーン高台 小6
ﾅﾝﾌﾞ ｺﾄ ｸﾞﾘｰﾝT    33.09 (  0.84)

69 11/3 茨  城 白濱　心琴 あかやまＳＳ 小6
ｼﾗﾊﾏ ﾐｺﾄ ｱｶﾔﾏSS    33.10 (  0.75)

70 10/4 静  岡 竹下恵里花 ｾｲｼﾝ葵の森 小6
ﾀｹｼﾀ ｴﾘｶ ｾｲｼﾝｱｵｲ    33.11 (  0.72)

71 10/8 愛  知 牧野　心海 コパン鳴海 小6
ﾏｷﾉ ｺｺﾐ ｺﾊﾟﾝﾅﾙﾐ    33.12 (  0.74)

72 16/1 東  京 野上　華蓮 コナミ船堀 小6
ﾉｶﾞﾐ ｶﾚﾝ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    33.13 (  0.69)

73 7/4 愛  知 小浜　凛子 名鉄ＳＳ半田 小6
ｺﾊﾏ ﾘﾝｺ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    33.14 (  0.78)

74 12/2 愛  知 河口　紗梨 豊橋ＳＳ 小6
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾘ ﾄﾖﾊｼSS    33.15 (  0.65)

74 12/7 三  重 柳瀬亜香里 四日市ＳＣ 小6
ﾔﾅｾ ｱｶﾘ ﾖｯｶｲﾁSC    33.15 (  0.64)
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50m

76 13/3 大  阪 雲雀　　凛 ＨＯＳ小阪 小5
ﾋﾊﾞﾘ ﾘﾝ HOSｺｻｶ    33.16 (  0.72)

77 10/3 東  京 荒川くるみ 新代田ＳＳ 小5
ｱﾗｶﾜ ｸﾙﾐ ｼﾝﾀﾞｲﾀSS    33.22 (  0.62)

77 15/5 茨  城 吉村　花歩 ささはら塾 小5
ﾖｼﾑﾗ ｶﾎ ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ    33.22 (  0.72)

79 10/0 山  口 森重　　澪 ＫＳＧ・徳山 小6
ﾓﾘｼｹﾞ ﾐｵ KSGﾄｸﾔﾏ    33.24 (  0.68)

80 6/3 静  岡 河辺　沙菜 アケアクラブ 小6
ｺｳﾍﾞ ｻﾅ ｱｹｱｸﾗﾌﾞ    33.27 (  0.79)

81 13/2 富  山 岩澤　　陸 アピア富山 小4
ｲﾜｻﾞﾜ ﾘｸ ｱﾋﾟｱﾄﾔﾏ    33.29 (  0.69)

82 9/1 東  京 堀切　梓彩 東京ＳＣ 小4
ﾎﾘｷﾘ ｱｽﾞｻ ﾄｳｷｮｳSC    33.30 (  0.63)

83 13/1 愛  知 秋田　莉実 アイレクス 小6
ｱｷﾀ ﾘﾐ ｱｲﾚｸｽ    33.34 (  0.73)

84 9/5 愛  知 小原みなみ 岡崎竜城SC南 小6
ｵﾊﾗ ﾐﾅﾐ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    33.36 (  0.68)

84 9/7 東  京 割方　唯寧 マリン西新井 小3
ﾜﾘｶﾀ ﾕｲﾅ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ    33.36 (  0.76)

86 9/4 和歌山 田中　悠月 ＭＳＣ 小6
ﾀﾅｶ ﾕﾂﾞｷ MSC    33.39 (  0.80)

87 9/2 愛  知 杉浦　梨心 豊橋ＳＳ 小6
ｽｷﾞｳﾗ ﾘｺ ﾄﾖﾊｼSS    33.44 (  0.71)

88 6/4 静  岡 森本　真帆 深谷ＳＣ浜松 小5
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾎ FSCﾊﾏﾏﾂ    33.46 (  0.77)

89 14/2 東  京 鈴木　　杏 Peace 小5
ｽｽﾞｷ ｱﾝ Peace    33.48 (  0.63)

90 15/8 山  梨 藤川　郁音 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲府 小6
ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾔﾈ ﾌﾞﾙｰｺｳﾌ    33.50 (  0.74)
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50m

91 12/5 東  京 石垣　瑛菜 ロンド東村山 小5
ｲｼｶﾞｷ ｴﾅ ﾛﾝﾄﾞHGM    33.53 (  0.60)

92 12/4 東  京 保坂　圭乃 マリン舎人 小6
ﾎｻｶ ﾀﾏﾉ ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ    33.55 (  0.73)

93 13/7 愛  知 冨田　　梓 ウィル大口 小5
ﾄﾐﾀ ｱｽﾞｻ ｳｨﾙｵｵｸﾞﾁ    33.58 (  0.73)

94 8/9 和歌山 林　　愛侑 ADカツラギSS 小5
ﾊﾔｼ ｱﾕｳ ADｶﾂﾗｷﾞ    33.59 (  0.70)

95 2/3 神奈川 桑野　真奈 林水泳教室 小4
ｸﾜﾉ ﾏﾅ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    33.60 (  0.65)

96 2/7 福  岡 西野　紗永 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ久留 小5
ﾆｼﾉ ｻｴ BSｸﾙﾒ    33.63 (  0.71)

96 10/7 愛  知 坂本　のあ みなとＳＳ 小5
ｻｶﾓﾄ ﾉｱ ﾐﾅﾄSS    33.63 (  0.70)

98 5/6 静  岡 白石　　優 A-１SS 小5
ｼﾗｲｼ ﾕｳ A-1SS    33.65 (  0.72)

99 7/0 神奈川 長濱　波和 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小4
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅｷﾞ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ    33.68 (  0.68)

99 12/6 愛  知 岩瀬　千織 稲沢ＳＳ 小6
ｲﾜｾ ﾁｵﾘ ｲﾅｻﾞﾜSS    33.68 (  0.63)

99 13/4 山  梨 大谷　紅葉 フジヤマＳＣ 小5
ｵｵﾀﾆ ｸﾚﾊ ﾌｼﾞﾔﾏSC    33.68 (  0.63)

102 13/8 静  岡 岡村　真宙 ｾｲｼﾝ葵の森 小5
ｵｶﾑﾗ ﾏﾋﾛ ｾｲｼﾝｱｵｲ    33.70 (  0.63)

103 3/2 愛  知 伊東　和奏 みなとＳＳ 小5
ｲﾄｳ ﾜｶﾅ ﾐﾅﾄSS    33.71 (  0.69)

104 3/4 福  島 中林　さわ ジーラックSC 小6
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻﾜ ｼﾞｰﾗｯｸSC    33.72 (  0.74)

105 4/1 埼  玉 石井　唯花 WING 小5
ｲｼｲ ﾕｲｶ WING    33.74 (  0.77)
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50m

105 11/4 愛  知 寺本　茉白 コパン知多 小6
ﾃﾗﾓﾄ ﾏｼﾛ ｺﾊﾟﾝﾁﾀ    33.74 (  0.76)

107 5/1 東  京 藤本　七花 ミミＳＣ品川 小6
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅｶ ﾐﾐSC    33.78 (  0.74)

107 9/9 大  阪 小山　由衣 ＨＯＳ小阪 小6
ｺﾔﾏ ﾕｲ HOSｺｻｶ    33.78 (  0.72)

109 8/8 兵  庫 大槻歩乃花 塚口ＳＳ 小5
ｵｵﾂｷ ﾎﾉｶ ﾂｶｸﾞﾁSS    33.80 (  0.63)

110 6/8 静  岡 田中　南有 ＪＳＳ磐田 小6
ﾀﾅｶ ﾅﾕ JSSｲﾜﾀ    33.82 (  0.67)

111 4/3 東  京 梶川　　杏 I.S.F 小6
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾝ I.S.F    33.88 (  0.75)

111 6/9 愛  知 横井　　円 平針ＳＳ 小5
ﾖｺｲ ﾏﾄﾞｶ ﾋﾗﾊﾞﾘSS    33.88 (  0.73)

113 13/9 富  山 片林　萩月 ＪＳＳ高岡 小6
ｶﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ JSSﾀｶｵｶ    33.91 (  0.77)

114 7/3 富  山 杉山　果穂 ＹＢＧ 小5
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾎ team ybg    33.93 (  0.63)

114 7/8 東  京 崎山友莉菜 ロンド東村山 小4
ｻｷﾔﾏ ﾕﾘﾅ ﾛﾝﾄﾞHGM    33.93 (  0.68)

116 11/1 山  梨 久保田愛菜 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西 小6
ｸﾎﾞﾀ ｱｲﾅ ﾌﾞﾙｰｺｳｻｲ    33.95 (  0.71)

117 2/5 東  京 澤崎　真和 ロンド東村山 小6
ｻﾜｻﾞｷ ﾏﾜ ﾛﾝﾄﾞHGM    33.98 (  0.59)

118 3/0 東  京 髙橋　るい 東京ＳＣ 小5
ﾀｶﾊｼ ﾙｲ ﾄｳｷｮｳSC    33.99 (  0.71)

118 7/2 佐  賀 岩谷　瑞稀 ジェネックス 小6
ｲﾜﾔ ﾐｽﾞｷ GENEX    33.99 (  0.72)

120 5/9 神奈川 小野　絢華 鎌倉ＳＳ 小6
ｵﾉ ｱﾔｶ ｶﾏｸﾗSS    34.00 (  0.71)
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50m

121 8/6 東  京 髙嶋　　結 Ｓｔｙｌｅ１ 小5
ﾀｶｼﾏ ﾕｲ Style1    34.01 (  0.80)

122 10/6 静  岡 中村　柑南 エスポ 小6
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ ｴｽﾎﾟ    34.04 (  0.67)

123 4/5 長  野 小原　理子 ＢＭＳ小諸 小6
ｵﾊﾗ ﾘｺ BMSｺﾓﾛ    34.09 (  0.71)

124 4/7 愛  知 髙橋さくら ＫＬ西春日井 小6
ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ KLﾆｼｶｽｶﾞ    34.10 (  0.70)

124 11/6 石  川 石松　莉海 金沢ＳＣ西泉 小5
ｲｼﾏﾂ ﾘﾐ ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ    34.10 (  0.74)

126 2/2 愛  知 島崎　来美 サンプラザ 小6
ｼﾏｻﾞｷ ｸﾙﾐ ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ    34.11 (  0.94)

127 9/3 東  京 河野　美佳 ＳＷＩＦＴ 小5
ｶﾜﾉ ﾐｶ SWIFT    34.12 (  0.71)

128 8/2 静  岡 井出　奈玖 深谷ＳＣ浜松 小5
ｲﾃﾞ ﾅﾋｻ FSCﾊﾏﾏﾂ    34.14 (  0.71)

129 3/8 兵  庫 生嶋はるな 姫路スポーツ 小6
ｲｸｼﾏ ﾊﾙﾅ ﾋﾒｼﾞｽﾎﾟｰ    34.15 (  0.66)

129 4/9 大  阪 原　　夏海 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭 小6
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ BSｱｻﾋ    34.15 (  0.74)

131 4/0 愛  知 平井　裕希 コパン鳴海 小5
ﾋﾗｲ ﾕｳｷ ｺﾊﾟﾝﾅﾙﾐ    34.22 (  0.62)

132 5/2 静  岡 神田　玲愛 ＭＧ浜松 小6
ｶﾝﾀﾞ ﾚｲｱ MGﾊﾏﾏﾂ    34.23 (  0.70)

133 8/4 和歌山 濱　　琴羽 パルワカヤマ 小5
ﾊﾏ ｺﾄﾊ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ    34.24 (  0.72)

134 2/4 愛  知 花村　千陽 名鉄ＳＳ岩倉 小6
ﾊﾅﾑﾗ ﾁﾖ ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ    34.26 (  0.72)

134 8/5 三  重 大江　乃蒼 四日市ＳＣ 小5
ｵｵｴ ﾉｱ ﾖｯｶｲﾁSC    34.26 (  0.72)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     27.95
競技No. : 41 女子   50m バタフライ 予選

大会記録     28.92

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

136 5/4 富  山 古村　咲瑛 ＳＡ小矢部 小6
ﾌﾙﾑﾗ ｻｴ SAｵﾔﾍﾞ    34.30 (  0.78)

137 8/3 愛  知 鈴木　歩美 名鉄Ｓ新瀬戸 小5
ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ    34.32 (  0.65)

138 1/4 和歌山 大西　暖香 ＭＧ海南 小6
ｵｵﾆｼ ﾊﾙｶ MGｶｲﾅﾝ    34.33 (  0.67)

138 8/7 愛  知 内山　朝陽 岡崎竜城SC南 小6
ｳﾁﾔﾏ ｱｻﾋ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    34.33 (  0.62)

140 4/4 神奈川 星野真奈美 鎌倉ＳＳ 小5
ﾎｼﾉ ﾏﾅﾐ ｶﾏｸﾗSS    34.34 (  0.76)

141 7/7 和歌山 福田　千愛 ＭＧﾄﾞﾙﾌｨﾝ 小6
ﾌｸﾀﾞ ﾁﾅ MGﾄﾞﾙﾌｨﾝ    34.35 (  0.74)

142 5/5 愛  知 遠藤　　花 パル西尾 小6
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ ﾊﾟﾙﾆｼｵ    34.38 (  0.65)

143 3/5 愛  知 大宮美月輝 みなとＳＳ 小5
ｵｵﾐﾔ ﾐﾂｷ ﾐﾅﾄSS    34.39 (  0.63)

143 8/1 愛  知 田島　果奈 ＫＬ西春日井 小6
ﾀｼﾞﾏ ｶﾅ KLﾆｼｶｽｶﾞ    34.39 (  0.71)

145 11/2 東  京 吉田　梨夏 コナミ船堀 小5
ﾖｼﾀﾞ ﾘﾅ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    34.42 (  0.81)

146 5/8 静  岡 井上　日向 磐田カルチャ 小6
ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾀ ｲﾜﾀｶﾙﾁｬｰ    34.43 (  0.65)

147 6/1 東  京 野村　梨早 東京ＳＣ 小4
ﾉﾑﾗ ﾘｻ ﾄｳｷｮｳSC    34.46 (  0.71)

147 10/1 愛  知 井上　澄奏 イトマン中村 小5
ｲﾉｳｴ ｽﾐｶ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    34.46 (  0.63)

149 2/8 東  京 高橋　佑亜 ＳＷＩＦＴ 小6
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｱ SWIFT    34.48 (  0.75)

150 6/7 愛  知 星川英里奈 城西ＳＳ 小6
ﾎｼｶﾜ ｴﾘﾅ ｼﾞｮｳｻｲSS    34.49 (  0.70)

2019/08/04 12:39:03 Page 10

種目別競技結果

SEIKO Swimming Results System



第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     27.95
競技No. : 41 女子   50m バタフライ 予選

大会記録     28.92

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

151 3/1 愛  知 新実　菜花 岡崎竜城SC南 小6
ﾆｲﾐ ﾅﾉﾊ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    34.51 (  0.70)

152 4/2 和歌山 大西　悠菜 ADカツラギSS 小6
ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾅ ADｶﾂﾗｷﾞ    34.57 (  0.68)

153 12/8 長  野 美斉津希愛 ＢＭＳ小諸 小6
ﾐｻｲｽﾞ ﾉｱ BMSｺﾓﾛ    34.58 (  0.65)

154 2/6 茨  城 池田　祁央 ｲﾄﾏﾝ古河 小6
ｲｹﾀﾞ ｷﾅ ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ    34.59 (  0.76)

155 7/9 愛  知 早川　莉乎 ＢＩＧ東海 小6
ﾊﾔｶﾜ ﾘｺ BIGﾄｳｶｲ    34.63 (  0.74)

156 1/3 東  京 木地谷菜心 ロンド上北台 小5
ｷﾁﾔ ﾅﾅｶ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ    34.64 (  0.66)

156 7/1 東  京 清水こころ 三菱養和ＳＳ 小4
ｼﾐｽﾞ ｺｺﾛ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    34.64 (  0.68)

158 8/0 東  京 権田　三実 HIRO’S 小4
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾐﾐ ﾁｰﾑﾋｰﾛｰｽ    34.67 (  0.67)

159 5/0 静  岡 須山　栞鈴 ＪＳＳ磐田 小6
ｽﾔﾏ ｼｵﾘ JSSｲﾜﾀ    34.69 (  0.69)

160 2/1 東  京 関口　絢子 ミミＳＣ品川 小6
ｾｷｸﾞﾁ ｱﾔｺ ﾐﾐSC    34.78 (  0.77)

160 3/6 福  井 佐藤　　葵 新田塚SSふくい 小6
ｻﾄｳ ｱｵｲ ﾆｯﾀﾂﾞｶﾌｸ    34.78 (  0.69)

162 5/3 愛  知 杉本　琉花 名鉄ＳＳ岩倉 小5
ｽｷﾞﾓﾄ ﾙｶ ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ    34.83 (  0.77)

163 6/6 愛  知 後藤　晴妃 パル知立 小6
ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾋ ﾊﾟﾙﾁﾘｭｳ    34.84 (  0.80)

164 5/7 愛  知 浅野なの葉 Ｖトピア小牧 小6
ｱｻﾉ ﾅﾉﾊ VKSｺﾏｷ    34.88 (  0.70)

165 6/0 愛  知 杉山　日風 Ｖトピア一宮 小6
ｽｷﾞﾔﾏ ﾆﾁｶ VSCｲﾁﾉﾐﾔ    34.91 (  0.67)
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50m

166 4/8 静  岡 鈴木　　杏 磐田カルチャ 小5
ｽｽﾞｷ ｱﾝ ｲﾜﾀｶﾙﾁｬｰ    34.93 (  0.55)

167 6/5 愛  知 大野　真聖 Myスイム東名 小6
ｵｵﾉ ﾏｷ Myｽｲﾑ    35.00 (  0.78)

168 9/6 静  岡 北川　遼子 掛川ＳＳ 小6
ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｺ ｶｹｶﾞﾜ    35.06 (  0.75)

169 3/3 山  梨 望月陽夏乃 Sports1吉田 小6
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾅﾉ S-1ﾖｼﾀﾞ    35.07 (  0.65)

170 4/6 愛  知 敦賀　彩名 アシスト蟹江 小5
ﾂﾙｶﾞ ｱﾔﾅ ｱｼｽﾄｶﾆｴ    35.16 (  0.77)

171 2/0 和歌山 福元みずき ADむそたSC 小5
ﾌｸﾓﾄ ﾐｽﾞｷ ADﾑｿﾀSC    36.11 (  0.70)

15/7 東  京 藤田向日葵 成増ロンド 小6
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 棄権
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順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 14/6 富  山 高田　潤也 富山ＳＣ 小6
ﾀｶﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ    29.07 (  0.71)

1 15/4 愛  知 杉浦　征典 名鉄ＳＳ半田 小6
ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    29.07 (  0.69)

3 14/5 東  京 河井　桜輔 東京ＳＣ 小6
ｶﾜｲ ｵｳｽｹ ﾄｳｷｮｳSC    29.10 (  0.64)

4 15/3 東  京 塩田　直也 東京ＳＣ 小6
ｼｵﾀ ﾅｵﾔ ﾄｳｷｮｳSC    29.23 (  0.62)

5 14/1 埼  玉 吉田　　成 愛徳SS 小6
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ ｱｲﾄｸSS    29.55 (  0.70)

6 14/4 愛  知 清田　悠生 パル知立 小6
ｷﾖﾀ ﾕｳ ﾊﾟﾙﾁﾘｭｳ    29.63 (  0.64)

7 14/3 茨  城 松井　一樹 ささはら塾 小6
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ    29.75 (  0.64)

8 13/4 静  岡 平岡　大河 アケアクラブ 小6
ﾋﾗｵｶ ﾀｲｶﾞ ｱｹｱｸﾗﾌﾞ    30.12 (  0.72)

9 15/8 愛  知 川田　翔愛 Ｖトピア一宮 小6
ｶﾜﾀ ｼｮｳﾏ VSCｲﾁﾉﾐﾔ    30.25 (  0.65)

10 13/3 愛  知 犬飼　智也 ＪＳＳ中川 小6
ｲﾇｶｲ ﾄﾓﾔ JSSﾅｶｶﾞﾜ    30.29 (  0.65)

11 13/5 愛  知 藤森　聡太 ＢＩＧアミ 小6
ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ BIGｱﾐ    30.31 (  0.65)

12 15/1 兵  庫 友定　孝之 アルゴニスポ小野 小6
ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ    30.36 (  0.64)

12 15/7 佐  賀 波多　陸翔 ビート唐津 小6
ﾊﾀ ﾘｸﾄ ﾋﾞｰﾄｶﾗﾂ    30.36 (  0.61)

14 15/2 富  山 森　　祐太 オーパス高岡 小6
ﾓﾘ ﾕｳﾀ ｵｰﾊﾟｽSC    30.47 (  0.70)

15 15/5 静  岡 齋藤　健太 ハマスポ 小6
ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ ﾊﾏｽﾎﾟ    30.48 (  0.69)
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50m

16 15/0 愛  知 清水　遥喜 名鉄ＳＳ刈谷 小6
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ    30.49 (  0.61)

17 15/6 静  岡 太箸　隼翔 グリーン高台 小6
ﾌﾄﾊｼ ﾊﾔﾄ ｸﾞﾘｰﾝT    30.58 (  0.62)

18 14/8 東  京 林　　丈流 ミミＳＣ品川 小6
ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ ﾐﾐSC    30.78 (  0.72)

19 13/6 石  川 磯田　侑和 金沢ＳＣ西泉 小6
ｲｿﾀﾞ ﾕｳﾄ ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ    30.91 (  0.65)

20 13/1 愛  知 黒田　栄斗 アシスト蟹江 小6
ｸﾛﾀﾞ ｴｲﾄ ｱｼｽﾄｶﾆｴ    30.93 (  0.60)

21 13/2 愛  知 前田　　篤 アシスト蟹江 小6
ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ ｱｼｽﾄｶﾆｴ    31.06 (  0.66)

22 13/8 鹿児島 磯田　勇樹 原田学園ＳＳ 小6
ｲｿﾀﾞ ﾕｳｷ ﾊﾗﾀﾞSS    31.08 (  0.63)

23 12/5 東  京 武部　　歓 東京ＳＣ 小6
ﾀｹﾍﾞ ｶﾝ ﾄｳｷｮｳSC    31.09 (  0.62)

24 10/7 埼  玉 池田　侑生 WING 小6
ｲｹﾀﾞ ﾕｳ WING    31.12 (  0.78)

25 14/0 鹿児島 西村　昊晟 ジェル鹿児島 小6
ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ ｼﾞｪﾙｶｺﾞ    31.16 (  0.71)

26 13/7 長  野 北原　圭悟 ＳＳＣ篠ノ井 小6
ｷﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ SSCｼﾉﾉｲ    31.17 (  0.68)

27 12/7 奈  良 大久保雄翔 ＭＧニッシン 小5
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾄ MGﾆｯｼﾝ    31.50 (  0.58)

28 14/9 愛  知 キクチレオ 名鉄ＳＳ半田 小6
ｷｸﾁ ﾚｵ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    31.54 (  0.88)

29 9/8 三  重 馬瀬　綾亮 四日市ＳＣ 小6
ｳﾏｾ ﾘｮｳｽｹ ﾖｯｶｲﾁSC    31.65 (  0.69)

30 10/2 長  崎 鳥越　慧士 ウオタ・長崎 小6
ﾄﾘｺﾞｴ ｻﾄｼ Wﾅｶﾞｻｷ    31.90 (  0.71)
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30 10/9 東  京 濱田虎太郎 東京ＳＣ 小6
ﾊﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ ﾄｳｷｮｳSC    31.90 (  0.77)

32 8/6 和歌山 婦木　寛太 ＭＳＣ 小6
ﾌｷ ｶﾝﾀ MSC    31.94 (  0.66)

33 15/9 山  梨 家登　正宜 なかだてＳＳ 小6
ｶﾄ ﾏｻﾖｼ ﾅｶﾀﾞﾃSS    31.95 (  0.61)

34 14/2 和歌山 小南　璃人 パル彩の台 小6
ｺﾐﾅﾐ ﾘﾋﾄ ｱﾔﾉﾀﾞｲ    31.97 (  0.73)

35 2/2 愛  知 栗原　修司 ＫＬ春日井 小6
ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ KLｶｽｶﾞｲ    32.00 (  0.76)

35 12/0 三  重 坂倉　光飛 津アサヒＳＳ 小6
ｻｶｸﾗ ﾐﾂﾄ ﾂｱｻﾋSS    32.00 (  0.60)

35 12/2 東  京 高田　一誓 I.S.F 小6
ﾀｶﾀﾞ ｲｯｾｲ I.S.F    32.00 (  0.60)

38 11/0 富  山 杉浦　雅人 ＹＢＧ 小5
ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾄ team ybg    32.05 (  0.61)

39 11/6 東  京 松本　祐輝 東京ＳＣ 小6
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ ﾄｳｷｮｳSC    32.10 (  0.55)

40 10/8 愛  知 山田　創汰 Ｖトピア小牧 小5
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ VKSｺﾏｷ    32.16 (  0.60)

40 12/4 富  山 山本　新汰 富山ＳＣ 小6
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ    32.16 (  0.63)

42 9/7 東  京 武内　武盛 東京ＳＣ 小5
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾓﾘ ﾄｳｷｮｳSC    32.19 (  0.61)

43 5/1 東  京 中村　孔信 東京ＳＣ 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾄｳｷｮｳSC    32.22 (  0.63)

44 11/1 愛  知 渡辺　一喜 Golden Whale 小5
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ SC･G･W    32.24 (  0.65)

45 10/5 兵  庫 端　　凌志 塚口ＳＳ 小6
ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ ﾂｶｸﾞﾁSS    32.26 (  0.62)
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46 8/9 愛  知 峯松　峻平 平針ＳＳ 小5
ﾐﾈﾏﾂ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾋﾗﾊﾞﾘSS    32.28 (  0.56)

47 1/5 東  京 藤井喜与人 ミ-ズクラブ 小6
ﾌｼﾞｲ ｷﾖﾄ ﾐ-ｽﾞｸﾗﾌﾞ    32.30 (  0.83)

48 11/8 三  重 藤田　海帆 ビート松阪 小6
ﾌｼﾞﾀ ｶｲﾎ ﾋﾞｰﾄﾏﾂｻｶ    32.31 (  0.68)

49 12/8 愛  知 加藤　憲吾 アイレクス 小6
ｶﾄｳ ｹﾝｺﾞ ｱｲﾚｸｽ    32.34 (  0.67)

50 12/9 静  岡 河原﨑　蓮 グリーン佐鳴 小5
ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾚﾝ ｸﾞﾘｰﾝ.S    32.35 (  0.63)

51 5/5 茨  城 桜井　陸央 あかやまＳＳ 小5
ｻｸﾗｲ ﾘｵ ｱｶﾔﾏSS    32.36 (  0.69)

52 11/5 福  岡 江﨑　大智 筑後SS 小6
ｴｻｷ ﾀﾞｲﾁ ﾁｸｺﾞSS    32.44 (  0.66)

53 3/2 三  重 坂倉　七月 コモノＳＳ 小6
ｻｶｸﾗ ﾅﾂｷ ｺﾓﾉSS    32.49 (  0.77)

54 12/3 東  京 松井　尊慶 東京ＳＣ 小5
ﾏﾂｲ ﾀｶﾖｼ ﾄｳｷｮｳSC    32.54 (  0.63)

55 9/1 愛  知 児玉　壱聖 ＢＯＸ豊川 小5
ｺﾀﾞﾏ ｲｯｾｲ BOXﾄﾖｶﾜ    32.56 (  0.53)

56 5/3 千  葉 中村　輝明 ユアー我孫子 小6
ﾅｶﾑﾗ ｷﾊﾙ ﾕｱｰｱﾋﾞｺ    32.60 (  0.73)

56 12/1 東  京 渡邊　陽仁 三菱養和ＳＳ 小5
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    32.60 (  0.63)

58 7/9 三  重 後藤　恵友 桑名ＳＳ 小6
ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ ｸﾜﾅSS    32.61 (  0.89)

59 3/9 兵  庫 河合　仁楠 アルゴニスポ小野 小6
ｶﾜｲ ｼﾞﾅﾝ ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ    32.62 (  0.67)

60 7/6 東  京 中島　啓太 ミミＳＣ品川 小5
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ ﾐﾐSC    32.66 (  0.60)
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61 6/1 愛  知 山本　冴葉 イトマン中村 小6
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    32.67 (  0.67)

62 11/7 三  重 田中　大輝 四日市ＳＣ 小6
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ ﾖｯｶｲﾁSC    32.75 (  0.68)

63 8/3 大  阪 橋本　義貴 サンタマリア 小6
ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ ｻﾝﾀﾏﾘｱSS    32.76 (  0.73)

64 11/4 兵  庫 石井　悠一 佐用ＳＳ 小6
ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ ｻﾖｳSS    32.77 (  0.70)

65 4/2 和歌山 小嶋　曖斗 ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 小6
ｺｼﾞﾏ ｱｲﾄ ﾊﾟﾙｵｵﾀ    32.78 (  0.66)

66 12/6 山  口 河井　柊基 ＫＳＧ・徳山 小5
ｶﾜｲ ｼｭｳｷ KSGﾄｸﾔﾏ    32.79 (  0.61)

67 2/9 東  京 徳永　将太 東京ＳＣ 小5
ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ ﾄｳｷｮｳSC    32.80 (  0.66)

68 6/6 愛  知 小塚　万生 みなとＳＳ 小6
ｺﾂﾞｶ ﾏｵ ﾐﾅﾄSS    32.81 (  0.77)

69 9/6 和歌山 湯川　那音 アリタＳＣ 小5
ﾕｶﾜ ﾅｵﾄ ｱﾘﾀSC    32.90 (  0.63)

69 11/2 愛  知 三輪　侑真 アシスト蟹江 小6
ﾐﾜ ﾕｳﾏ ｱｼｽﾄｶﾆｴ    32.90 (  0.62)

71 4/7 東  京 関口　れお 東京ＳＣ 小4
ｾｷｸﾞﾁ ﾚｵ ﾄｳｷｮｳSC    33.05 (  0.67)

72 4/3 静  岡 池谷　　檀 エスポ 小6
ｲｹﾔ ﾀﾞﾝ ｴｽﾎﾟ    33.10 (  0.64)

72 10/6 福  井 江島　碧音 おおいアクア 小5
ｴｼﾏ ｱｵﾄ ｵｵｲｱｸｱ    33.10 (  0.61)

74 8/1 静  岡 柴田　和輝 グリーン佐鳴 小5
ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ ｸﾞﾘｰﾝ.S    33.11 (  0.55)

75 3/7 和歌山 栗山　煌平 ＭＧﾄﾞﾙﾌｨﾝ 小6
ｸﾘﾔﾏ ｺｳﾍｲ MGﾄﾞﾙﾌｨﾝ    33.12 (  0.55)
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76 4/4 愛  知 西谷　陽登 パル６・３ 小6
ﾆｼﾀﾆ ﾊﾙﾄ ﾊﾟﾙ6･3    33.14 (  0.66)

77 9/3 兵  庫 髙岡　拓未 塚口ＳＳ 小5
ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ ﾂｶｸﾞﾁSS    33.17 (  0.64)

78 2/7 愛  知 星野吏玖斗 アイレクス 小5
ﾎｼﾉ ﾘｸﾄ ｱｲﾚｸｽ    33.18 (  0.62)

79 7/1 愛  知 柳楽浩太郎 ＳＳＣ岡崎 小5
ﾅｷﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ SSCｵｶｻﾞｷ    33.20 (  0.57)

80 8/7 埼  玉 井上　丈瑠 ユアー蕨 小6
ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ    33.21 (  0.68)

81 6/0 岐  阜 中根昇太朗 コマＳＳ土岐 小6
ﾅｶﾈ ｼｮｳﾀﾛｳ ｺﾏSSﾄｷ    33.22 (  0.59)

81 8/0 愛  知 芳賀　　樹 ｲﾄﾏﾝ春日井 小5
ﾊｶﾞ ｲﾂｷ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    33.22 (  0.65)

83 7/3 静  岡 上杉麟太朗 ハマスポ 小6
ｳｴｽｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾊﾏｽﾎﾟ    33.23 (  0.70)

84 7/5 静  岡 榊原　　天 RSC富士 小5
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿﾗ RSCﾌｼ    33.26 (  0.70)

85 6/5 石  川 新家　滉市 リバティ水夢 小6
ｼﾝｹ ｺｳｲﾁ ﾘﾊﾞﾃｨｽｲﾑ    33.27 (  0.66)

86 10/0 島  根 村上　佳汰 SC隠岐 小6
ﾑﾗｶﾐ ｹｲﾀ SCｵｷ    33.28 (  0.68)

87 9/9 大  阪 青木　美祐 ＭＧ和泉 小6
ｱｵｷ ﾐﾋﾛ MGｲｽﾞﾐ    33.31 (  0.71)

88 6/7 東  京 赤澤　大雅 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 小6
ｱｶｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ    33.32 (  0.58)

89 9/2 愛  知 柴田　櫂吏 ｲﾄﾏﾝ春日井 小5
ｼﾊﾞﾀ ｶｲﾘ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    33.34 (  0.63)

90 4/6 愛  知 林　　宏透 名鉄ＳＳ岩倉 小5
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾄ ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ    33.36 (  0.62)
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90 8/8 東  京 飯田　敦己 三菱養和ＳＳ 小5
ｲｲﾀﾞ ｱﾂｷ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    33.36 (  0.68)

90 13/9 福  岡 松藤　祐聖 ＫＳＧ柳川 小5
ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｳｾｲ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    33.36 (  0.65)

93 2/6 静  岡 藤沢　卓登 ＢＩＧ棒屋 小6
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｸﾄ BIGﾎﾞｳﾔ    33.37 (  0.56)

94 5/0 福  井 彌氏　佑心 金井学園ＳＣ 小5
ﾔｳｼﾞ ﾕｳｼﾝ ｶﾅｲｶﾞｸｴﾝ    33.39 (  0.65)

94 11/9 鹿児島 月迫　葉空 ジェル鹿児島 小5
ﾂｷｻｺ ﾊｸ ｼﾞｪﾙｶｺﾞ    33.39 (  0.64)

96 1/3 福  井 中村　玲偉 ＫＴＰつるが 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ KTPﾂﾙｶﾞ    33.41 (  0.64)

96 2/5 宮  崎 津曲　一岐 BIG宮崎 小6
ﾂﾏｶﾞﾘ ｲﾂｷ BIGﾐﾔｻﾞｷ    33.41 (  0.74)

96 6/8 和歌山 中山　　瀧 パルワカヤマ 小6
ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ    33.41 (  0.89)

99 2/0 静  岡 辻村　謙斗 ハマスポ 小6
ﾂｼﾞﾑﾗ ｹﾝﾄ ﾊﾏｽﾎﾟ    33.42 (  0.56)

100 8/2 三  重 福井　瑛士 あすなろＳＳ 小6
ﾌｸｲ ｴｲｼﾞ ｱｽﾅﾛSS    33.43 (  0.69)

101 10/4 長  野 新村　快翔 ナガデン長野 小6
ﾆｲﾑﾗ ｶｲﾄ ﾅｶﾞﾃﾞﾝ    33.44 (  0.65)

102 3/1 東  京 渡邉　翔太 東京ＳＣ 小4
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ﾄｳｷｮｳSC    33.51 (  0.59)

103 10/3 宮  崎 岡元　悠浬 BIG宮崎 小5
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾘ BIGﾐﾔｻﾞｷ    33.53 (  0.78)

104 8/5 東  京 羅　　健優 ユアー船堀 小6
ﾅ ｶﾝｳ ﾕｱｰﾌﾅﾎﾞﾘ    33.57 (  0.65)

105 9/4 愛  知 秋田　陸玖 ＪＳＳ中川 小6
ｱｷﾀ ﾘｸ JSSﾅｶｶﾞﾜ    33.58 (  0.67)
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106 1/2 茨  城 遠藤　慎也 あかやまＳＳ 小5
ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ ｱｶﾔﾏSS    33.63 (  0.69)

107 5/9 山  梨 大谷　　夢 フジヤマＳＣ 小6
ｵｵﾀﾆ ﾕﾒ ﾌｼﾞﾔﾏSC    33.64 (  0.72)

108 4/9 静  岡 諏訪部大我 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ｽﾜﾍﾞ ﾀｲｶﾞ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    33.66 (  0.72)

109 7/4 愛  知 市川　琉成 ＪＳＳ比良 小6
ｲﾁｶﾜ ﾘｭｳｾｲ JSSﾋﾗ    33.67 (  0.59)

110 3/6 長  野 丹羽　壱成 ＢＭＳ小諸 小6
ﾆﾜ ｲｯｾｲ BMSｺﾓﾛ    33.72 (  0.73)

111 2/3 愛  知 服部　羽恭 岡崎竜城SC南 小5
ﾊｯﾄﾘ ｳｷｮｳ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    33.76 (  0.75)

112 4/5 愛  知 牧　　英汰 パル西尾 小5
ﾏｷ ｴｲﾀ ﾊﾟﾙﾆｼｵ    33.78 (  0.64)

113 6/3 愛  知 市川　侑弦 ＫＬ西春日井 小6
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｹﾞﾝ KLﾆｼｶｽｶﾞ    33.82 (  0.59)

114 10/1 三  重 濵田航太朗 海山ＳＣ 小6
ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾔﾏSC    33.83 (  0.64)

115 9/5 東  京 西川　純平 東京ＳＣ 小5
ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾄｳｷｮｳSC    33.88 (  0.63)

116 1/6 愛  知 三浦　遥輝 Myスイム東名 小5
ﾐｳﾗ ﾊﾙｷ Myｽｲﾑ    33.91 (  0.66)

117 4/0 愛  知 今松潤之介 ＢＩＧ東海 小6
ｲﾏﾏﾂ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ BIGﾄｳｶｲ    33.97 (  0.68)

118 5/6 愛  知 瀬尾　凌平 みなとＳＳ 小6
ｾｵ ﾘｮｳﾍｲ ﾐﾅﾄSS    34.01 (  0.75)

118 5/7 東  京 太田　光貴 HIRO’S 小6
ｵｵﾀ ｺｳｷ ﾁｰﾑﾋｰﾛｰｽ    34.01 (  0.67)

120 3/3 福  井 飯塚遼太郎 金井学園ＳＣ 小5
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｶﾅｲｶﾞｸｴﾝ    34.09 (  0.63)
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120 3/5 山  梨 松永　大河 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲府 小6
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｲｶﾞ ﾌﾞﾙｰｺｳﾌ    34.09 (  0.80)

120 4/1 愛  知 小檜山綾真 アシスト蟹江 小6
ｺﾋﾔﾏ ﾘｮｳﾏ ｱｼｽﾄｶﾆｴ    34.09 (  0.67)

123 7/0 東  京 中村　　櫂 マリン舎人 小6
ﾅｶﾑﾗ ｶｲ ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ    34.12 (  0.79)

124 6/2 山  口 亀川　航希 ＫＳＧ・徳山 小6
ｶﾒｶﾜ ｺｳｷ KSGﾄｸﾔﾏ    34.15 (  0.69)

125 3/4 愛  知 舩越　　健 岡崎竜城SC南 小4
ﾌﾅｺｼ ﾀｹﾙ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    34.17 (  0.57)

126 2/4 愛  知 織田　楓太 岡崎竜城SC南 小6
ｵﾀﾞ ﾌｳﾀ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    34.19 (  0.66)

127 7/7 東  京 五十嵐海良 ＳＷＩＦＴ 小6
ｲｶﾞﾗｼ ｶｲﾗ SWIFT    34.22 (  0.59)

127 9/0 三  重 弓場丈太朗 トップＳＣ 小6
ﾕﾊﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ ﾄｯﾌﾟSC    34.22 (  0.60)

129 3/0 岐  阜 市橋　星七 岐阜西ＳＣ 小6
ｲﾁﾊｼ ｾﾅ ｷﾞﾌﾆｼsc    34.24 (  0.59)

130 1/4 静  岡 杉山　颯介 A-１SS 小6
ｽｷﾞﾔﾏ ｻｽｹ A-1SS    34.26 (  0.71)

131 7/2 茨  城 川面　壮汰 あかやまＳＳ 小5
ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ ｱｶﾔﾏSS    34.31 (  0.61)

132 3/8 東  京 渡邊　　峻 新代田ＳＳ 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ ｼﾝﾀﾞｲﾀSS    34.35 (  0.60)

133 4/8 愛  知 中塚　奏太 ﾊﾟｼﾌｨｯｸ豊橋 小6
ﾅｶﾂｶ ｿｳﾀ PSCﾄﾖﾊｼ    34.36 (  0.67)

134 5/2 静  岡 金子　朔弥 レオリブレ 小6
ｶﾈｺ ｻｸﾔ ﾚｵﾘﾌﾞﾚ    34.40 (  0.67)

135 2/8 愛  知 大脇　　望 名鉄Ｓ新瀬戸 小5
ｵｵﾜｷ ﾉｿﾞﾐ ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ    34.47 (  0.63)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.51
競技No. : 42 男子   50m バタフライ 予選

大会記録     27.12

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

136 5/4 山  口 広実　克也 ＫＳＧ・徳山 小6
ﾋﾛｻﾞﾈ ｶﾂﾔ KSGﾄｸﾔﾏ    34.49 (  0.64)

137 7/8 愛  知 佐藤　　笙 ＢＩＧ東海 小5
ｻﾄｳ ｼｮｳ BIGﾄｳｶｲ    34.68 (  0.68)

138 8/4 茨  城 永嶋　一吹 ささはら塾 小6
ﾅｶﾞｼﾏ ｲﾌﾞｷ ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ    34.98 (  0.58)

139 5/8 東  京 細川　悠雅 新代田ＳＳ 小4
ﾎｿｶﾜ ﾕｳｶﾞ ｼﾝﾀﾞｲﾀSS    35.51 (  0.60)

2/1 大  阪 池田　慧矢 ＭＧ和泉 小6
ｲｹﾀﾞ ｹｲｼ MGｲｽﾞﾐ 棄権

6/4 兵  庫 大林　想汰 佐用ＳＳ 小6
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ ｻﾖｳSS 棄権

6/9 東  京 根方吾士基 ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ 小5
ﾈｶﾞﾀ ｺﾞｼｷ ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ 棄権

11/3 愛  知 伊東　沙門 東邦ＳＣ 小5
ｲﾄｳ ｻﾓﾝ ﾄｳﾎｳSC 棄権

13/0 東  京 河井　一桜 東京ＳＣ 小4
ｶﾜｲ ｲｯｻ ﾄｳｷｮｳSC 棄権

14/7 神奈川 久保　結芯 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小6
ｸﾎﾞ ﾕｳｼﾝ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 棄権
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 43 女子   50m 自由形 予選

大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 13/4 東  京 長谷明日香 東京ＳＣ 小6
ﾊｾ ｱｽｶ ﾄｳｷｮｳSC    28.49 (  0.69)

2 15/4 福  岡 壹岐ひなた 桜泳大牟田SS 小6
ｲｷ ﾋﾅﾀ ｵｳｴｲｵｵﾑﾀ    29.04 (  0.69)

3 14/4 和歌山 榎本　裕月 ADカツラギSS 小6
ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ ADｶﾂﾗｷﾞ    29.08 (  0.63)

4 13/2 静  岡 野崎　由夏 焼津チャンプ 小6
ﾉｻﾞｷ ﾕｶ ﾔｲｽﾞC    29.12 (  0.60)

5 14/2 福  岡 池田　莉央 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ八女 小5
ｲｹﾀﾞ ﾘｵ BSﾔﾒ    29.16 (  0.66)

6 15/7 福  井 芝　　一花 おおいアクア 小6
ｼﾊﾞ ｲﾁｶ ｵｵｲｱｸｱ    29.25 (  0.61)

6 15/9 宮  崎 秋高　実昇 BIG宮崎 小6
ｱｷﾀｶ ﾐﾉﾘ BIGﾐﾔｻﾞｷ    29.25 (  0.66)

8 12/0 茨  城 杉山　智咲 あかやまＳＳ 小6
ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ ｱｶﾔﾏSS    29.26 (  0.64)

9 14/5 滋  賀 嶋田　れい イトマン大津 小6
ｼﾏﾀﾞ ﾚｲ ｲﾄﾏﾝｵｵﾂ    29.39 (  0.66)

10 13/3 静  岡 近藤　彩芽 島田チャンプ 小6
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾒ ｼﾏﾀﾞﾁｬﾝﾌ    29.44 (  0.68)

11 14/9 神奈川 ジーベイ海陽 林水泳教室 小6
ｼﾞｰﾍﾞｲ ｶｲﾗ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    29.49 (  0.68)

12 13/6 東  京 渡邉　　桜 コナミ船堀 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    29.71 (  0.76)

13 13/5 愛  知 坂本　真白 ｲﾄﾏﾝ春日井 小6
ｻｶﾓﾄ ﾏｼﾛ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    29.74 (  0.63)

14 14/8 滋  賀 河原崎來々琉 ｺﾊﾟﾝ近江八幡 小6
ｶﾜﾊﾗｻｷ ｸｸﾙ ｺﾊﾟﾝｵｳﾐ    29.86 (  0.67)

15 14/1 静  岡 宮下　弥優 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕｳ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    29.93 (  0.61)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 43 女子   50m 自由形 予選

大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

16 13/7 東  京 須藤　　花 ロンド東村山 小6
ｽﾄｳ ﾊﾅ ﾛﾝﾄﾞHGM    29.96 (  0.67)

17 13/0 埼  玉 車田　菜月 東川口SC 小6
ｸﾙﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾋｶﾞｼｶﾜSC    30.00 (  0.71)

18 12/6 奈  良 奈良　結愛 ＭＧニッシン 小6
ﾅﾗ ﾕﾏ MGﾆｯｼﾝ    30.01 (  0.65)

19 15/3 東  京 清水さやか HIRO’S 小4
ｼﾐｽﾞ ｻﾔｶ ﾁｰﾑﾋｰﾛｰｽ    30.05 (  0.62)

20 10/2 静  岡 影山　采音 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾔﾈ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    30.08 (  0.74)

20 13/1 静  岡 新居　凜花 グリーン佐鳴 小6
ｱﾗｲ ﾘﾝｶ ｸﾞﾘｰﾝ.S    30.08 (  0.67)

22 12/5 滋  賀 西田　美優 イトマン近江 小6
ﾆｼﾀﾞ ﾐﾕ ｲﾄﾏﾝｵｳﾐ    30.09 (  0.70)

23 15/8 東  京 大竹　瑠奈 新代田ＳＳ 小5
ｵｵﾀｹ ﾙﾅ ｼﾝﾀﾞｲﾀSS    30.10 (  0.74)

24 14/6 東  京 佐藤　花音 コナミ船堀 小6
ｻﾄｳ ｶﾉﾝ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    30.16 (  0.70)

25 11/8 静  岡 狩野　胡桃 東部ＳＳ 小6
ｶﾉ ｸﾙﾐ ﾄｳﾌﾞSS    30.17 (  0.64)

26 6/2 兵  庫 西山菜乃華 アルゴニスポ小野 小6
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾉﾊ ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ    30.18 (  0.70)

27 10/8 滋  賀 條　明佳里 イトマン草津 小6
ｼﾞｮｳ ｱｶﾘ ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ    30.19 (  0.68)

28 15/0 愛  知 鈴木　沙都 ビート守山 小6
ｽｽﾞｷ ｻﾄ BEATﾓﾘﾔﾏ    30.20 (  0.69)

29 15/5 富  山 古井　心陽 富山SC東富山 小6
ﾌﾙｲ ｺﾊﾙ ﾋｶﾞｼﾄﾔﾏ    30.22 (  0.64)

30 12/9 山  梨 久保田愛菜 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西 小6
ｸﾎﾞﾀ ｱｲﾅ ﾌﾞﾙｰｺｳｻｲ    30.24 (  0.69)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 43 女子   50m 自由形 予選

大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

30 15/2 愛  知 野末　栞菜 豊橋ＳＳ 小6
ﾉｽﾞｴ ｶﾝﾅ ﾄﾖﾊｼSS    30.24 (  0.70)

32 10/6 神奈川 森　千香子 林水泳教室 小6
ﾓﾘ ﾁｶｺ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    30.27 (  0.63)

33 13/9 神奈川 山中　波琉 林水泳教室 小6
ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    30.29 (  0.72)

34 9/3 東  京 竹澤　芦奈 東京ＳＣ 小6
ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ ﾄｳｷｮｳSC    30.31 (  0.73)

34 12/8 鹿児島 有村　友希 Nb 小6
ｱﾘﾑﾗ ﾕｳｷ aaNb    30.31 (  0.62)

36 12/3 茨  城 武田　蒼依 あかやまＳＳ 小6
ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ ｱｶﾔﾏSS    30.33 (  0.66)

37 15/1 佐  賀 坂本カリナ ようどう館大 小6
ｻｶﾓﾄ ｶﾘﾅ ﾖｳﾄﾞｳｶﾝﾔ    30.37 (  0.70)

38 12/2 千  葉 坂田　涼音 ＢＩＧ木更津 小6
ｻｶﾀ ﾘﾝ BIGｷｻﾗﾂﾞ    30.40 (  0.66)

39 8/9 東  京 伊藤　優笑 東京ＳＣ 小5
ｲﾄｳ ﾕｴ ﾄｳｷｮｳSC    30.47 (  0.72)

40 15/6 和歌山 玉出　実咲 パルワカヤマ 小5
ﾀﾏﾃﾞ ﾐｻｷ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ    30.48 (  0.66)

41 10/5 福  岡 松藤　帆美 ＫＳＧ柳川 小4
ﾏﾂﾌｼﾞ ﾎﾉﾐ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    30.49 (  0.71)

42 5/5 神奈川 浦塚　紗良 ATSC.YW 小6
ｳﾗﾂｶ ｻﾗ ATSC.YW    30.50 (  0.75)

43 13/8 静  岡 上原　夏南 東部ＳＳ 小6
ｳｴﾊﾗ ｶﾅﾐ ﾄｳﾌﾞSS    30.52 (  0.64)

44 12/7 愛  知 長嶋　心咲 名鉄ＳＳ半田 小6
ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｻｷ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    30.53 (  0.79)

45 1/3 長  野 増田　光優 ナガデン中野 小6
ﾏｽﾀﾞ ﾐﾕ ﾅｶﾞﾃﾞﾝﾅｶ    30.55 (  0.64)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 43 女子   50m 自由形 予選

大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

45 10/9 静  岡 塚本　彩和 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ﾂｶﾓﾄ ｻﾜ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    30.55 (  0.75)

47 4/0 東  京 堀本　涼心 三菱養和ＳＳ 小6
ﾎﾘﾓﾄ ﾘｵ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    30.56 (  0.69)

48 11/3 神奈川 日向　優衣 ＫＳＳ横須賀 小6
ﾋｭｳｶﾞ ﾕｲ KSSﾖｺｽｶ    30.57 (  0.68)

49 10/3 長  野 小原　理子 ＢＭＳ小諸 小6
ｵﾊﾗ ﾘｺ BMSｺﾓﾛ    30.58 (  0.75)

50 11/0 千  葉 森川　真衣 ＥＡＳＴ 小6
ﾓﾘｶﾜ ﾏｲ EAST    30.59 (  0.61)

51 2/0 福  岡 杉浦　　怜 桜泳大牟田SS 小6
ｽｷﾞｳﾗ ﾚｲ ｵｳｴｲｵｵﾑﾀ    30.66 (  0.72)

52 1/6 長  野 福島　瑠歌 ＢＭＳ小諸 小5
ﾌｸｼﾏ ﾙｶ BMSｺﾓﾛ    30.68 (  0.66)

52 11/1 東  京 薬袋　　凛 ロンド東村山 小6
ﾐﾅｲ ﾘﾝ ﾛﾝﾄﾞHGM    30.68 (  0.66)

54 7/5 愛  知 土田　眞菜 ビサイＳＳ 小6
ﾂﾁﾀﾞ ﾏﾅ ﾋﾞｻｲSS    30.69 (  0.62)

54 10/4 三  重 池山　美優 ベスパＳＳ 小6
ｲｹﾔﾏ ﾐﾕ ﾍﾞｽﾊﾟSS    30.69 (  0.61)

56 7/2 愛  知 太田ひいろ ＢＯＸ豊川 小5
ｵｵﾀ ﾋｲﾛ BOXﾄﾖｶﾜ    30.70 (  0.70)

56 10/7 大  阪 森下　　楓 岸和田ＳＳ 小6
ﾓﾘｼﾀ ｶｴﾃﾞ ｷｼﾜﾀﾞSS    30.70 (  0.68)

58 7/0 東  京 斉藤　美月 東京ＳＣ 小5
ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ ﾄｳｷｮｳSC    30.73 (  0.65)

58 8/6 和歌山 川原　奈桜 パル紀の川 小6
ｶﾜﾊﾗ ﾅｵ ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ    30.73 (  0.64)

60 9/1 大  阪 窪田　のあ サンタマリア 小6
ｸﾎﾞﾀ ﾉｱ ｻﾝﾀﾏﾘｱSS    30.74 (  0.60)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 43 女子   50m 自由形 予選

大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

60 14/3 東  京 柴田　　結 マリン西新井 小6
ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ    30.74 (  0.71)

62 4/4 静  岡 大石　怜采 アケアクラブ 小6
ｵｵｲｼ ﾚﾅ ｱｹｱｸﾗﾌﾞ    30.76 (  0.64)

63 4/9 大  阪 江藤　美旺 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭 小6
ｴﾄｳ ﾐｵ BSｱｻﾋ    30.78 (  0.68)

64 6/3 愛  知 芳賀　真咲 ｲﾄﾏﾝ春日井 小5
ﾊｶﾞ ﾐｻｷ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    30.79 (  0.68)

65 2/1 東  京 鈴木のゆり ロンド上北台 小6
ｽｽﾞｷ ﾉﾕﾘ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ    30.81 (  0.67)

66 2/4 愛  知 木村　汐里 桃太郎ＳＳ 小6
ｷﾑﾗ ｼｵﾘ ﾓﾓﾀﾛｳｽｲﾐ    30.85 (  0.74)

67 10/0 愛  知 杉本　琉花 名鉄ＳＳ岩倉 小5
ｽｷﾞﾓﾄ ﾙｶ ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ    30.86 (  0.74)

68 9/9 静  岡 大石　怜美 Ｔ‐１２３ 小6
ｵｵｲｼ ﾚﾐ T-123    30.87 (  0.69)

69 8/7 神奈川 小林　美波 林水泳教室 小5
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    30.88 (  0.61)

69 12/1 長  崎 渕上　真奈 ＩＳＳ諫早 小6
ﾌﾁｶﾞﾐ ﾏﾅ ISSｲｻﾊﾔ    30.88 (  0.63)

71 2/7 東  京 小林　弓月 東京ＳＣ 小6
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ ﾄｳｷｮｳSC    30.90 (  0.61)

72 11/7 東  京 寺西　美知 東京ＳＣ 小5
ﾃﾗﾆｼ ﾐﾁ ﾄｳｷｮｳSC    30.91 (  0.62)

73 2/8 大  阪 島谷　優杜 ＨＯＳ小阪 小5
ｼﾏﾀﾆ ﾕｽﾞ HOSｺｻｶ    30.92 (  0.69)

74 1/2 東  京 高石　青依 ロンド上北台 小5
ﾀｶｲｼ ｱｵｲ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ    30.93 (  0.69)

75 1/1 長  野 鈴木　茉陽 ＳＡＭ長野 小6
ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾙ SAMﾅｶﾞﾉ    30.94 (  0.65)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 43 女子   50m 自由形 予選

大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

76 4/7 東  京 関根　江里 ロンド上北台 小6
ｾｷﾈ ｴﾘ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ    30.96 (  0.64)

77 3/6 東  京 鯨井あぐり 東京ＳＣ 小4
ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ ﾄｳｷｮｳSC    30.97 (  0.66)

78 5/9 和歌山 森下　莉子 パルワカヤマ 小5
ﾓﾘｼﾀ ﾘｺ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ    30.98 (  0.72)

79 12/4 東  京 鈴木　　杏 Peace 小5
ｽｽﾞｷ ｱﾝ Peace    30.99 (  0.66)

80 9/5 愛  知 橋村　蒼依 稲沢ＳＳ 小6
ﾊｼﾑﾗ ｱｵｲ ｲﾅｻﾞﾜSS    31.01 (  0.66)

81 3/7 東  京 寺西　美佳 東京ＳＣ 小6
ﾃﾗﾆｼ ﾐｶ ﾄｳｷｮｳSC    31.02 (  0.67)

82 5/8 茨  城 田中　柚寿 あかやまＳＳ 小6
ﾀﾅｶ ﾕｽﾞ ｱｶﾔﾏSS    31.05 (  0.64)

82 10/1 福  岡 亀崎　愛海 ＫＳＧ柳川 小6
ｶﾒｻﾞｷ ｱｲﾐ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    31.05 (  0.68)

84 8/4 埼  玉 星野　心結 愛徳SS 小6
ﾎｼﾉ ﾐﾕｳ ｱｲﾄｸSS    31.08 (  0.74)

85 11/5 愛  知 栗田　知那 ＫＬ春日井 小6
ｸﾘﾀ ﾄﾓﾅ KLｶｽｶﾞｲ    31.09 (  0.71)

86 5/6 愛  知 正垣　結望 名鉄ＳＳ岩倉 小6
ｼｮｳｶﾞｷ ﾕｳﾐ ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ    31.10 (  0.72)

87 3/3 神奈川 河村　優月 ATSC.YW 小6
ｶﾜﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ ATSC.YW    31.11 (  0.66)

87 9/6 福  井 土本　菜夢 新田塚SSおおの 小6
ﾂﾁﾓﾄ ﾅﾑ ﾆｯﾀﾂｶｵｵﾉ    31.11 (  0.75)

89 6/9 和歌山 坂口　　梓 ADむそたSC 小5
ｻｶｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ ADﾑｿﾀSC    31.13 (  0.68)

90 9/0 静  岡 牧野　汐莉 富士ST 小6
ﾏｷﾉ ｼｵﾘ ﾌｼﾞST    31.16 (  0.63)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 43 女子   50m 自由形 予選

大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

91 2/6 富  山 丸山　はな ナントＳＣ 小6
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾅ ﾅﾝﾄSC    31.17 (  0.76)

91 14/7 東  京 山﨑　理央 コナミ船堀 小6
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    31.17 (  0.72)

93 8/1 愛  知 猪又　　彩 名鉄Ｓ新瀬戸 小5
ｲﾉﾏﾀ ｱﾔ ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ    31.18 (  0.71)

94 6/1 石  川 守屋　優羽 金沢SC小立野 小6
ﾓﾘﾔ ﾕｳ ｶﾅｻﾞﾜSCｺ    31.20 (  0.71)

94 8/8 東  京 宇野　光咲 ミミＳＣ品川 小5
ｳﾉ ﾐｻｷ ﾐﾐSC    31.20 (  0.65)

96 14/0 長  崎 渡辺　夢香 なめしＳＣ 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒｶ ﾅﾒｼｴｽｼｰ    31.23 (  0.70)

97 4/8 東  京 駄原陽菜乃 ロンド上北台 小6
ﾀﾞﾊﾗ ﾋﾅﾉ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ    31.24 (  0.69)

97 9/4 静  岡 白石　　優 A-１SS 小5
ｼﾗｲｼ ﾕｳ A-1SS    31.24 (  0.72)

99 5/7 東  京 村中　七菜 ミミＳＣ品川 小6
ﾑﾗﾅｶ ﾅﾅ ﾐﾐSC    31.26 (  0.65)

99 6/7 三  重 大江　乃蒼 四日市ＳＣ 小5
ｵｵｴ ﾉｱ ﾖｯｶｲﾁSC    31.26 (  0.73)

101 11/4 静  岡 丹羽菜々花 浜名湖ＳＳ 小6
ﾆﾜ ﾅﾅｶ ﾊﾏﾅｺSS    31.27 (  0.75)

102 3/8 愛  知 加藤あおい Ｖトピア一宮 小6
ｶﾄｳ ｱｵｲ VSCｲﾁﾉﾐﾔ    31.28 (  0.65)

103 1/5 和歌山 大西　悠菜 ADカツラギSS 小6
ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾅ ADｶﾂﾗｷﾞ    31.29 (  0.68)

104 9/8 東  京 石垣　瑛菜 ロンド東村山 小5
ｲｼｶﾞｷ ｴﾅ ﾛﾝﾄﾞHGM    31.31 (  0.58)

105 1/8 愛  知 吉田　茉央 Ｖトピア一宮 小6
ﾖｼﾀﾞ ﾏｵ VSCｲﾁﾉﾐﾔ    31.33 (  0.69)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 43 女子   50m 自由形 予選

大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

105 6/5 静  岡 小山田　耀 グランツ 小4
ｺﾔﾏﾀﾞ ｷﾗﾘ ｸﾞﾗﾝﾂ    31.33 (  0.75)

105 7/7 愛  知 星川英里奈 城西ＳＳ 小6
ﾎｼｶﾜ ｴﾘﾅ ｼﾞｮｳｻｲSS    31.33 (  0.71)

108 3/5 東  京 河野　美佳 ＳＷＩＦＴ 小5
ｶﾜﾉ ﾐｶ SWIFT    31.36 (  0.71)

109 3/0 鹿児島 鶴田佳奈実 メルヘン姶良 小6
ﾂﾙﾀ ｶﾅﾐ ﾒﾙﾍﾝｱｲﾗ    31.39 (  0.61)

110 11/2 岐  阜 山本　遥奈 岐阜西ＳＣ 小6
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾅ ｷﾞﾌﾆｼsc    31.40 (  0.59)

110 11/9 福  井 三輪　実由 ＫＴＰつるが 小6
ﾐﾜ ﾐﾕ KTPﾂﾙｶﾞ    31.40 (  0.67)

112 4/5 愛  知 河口　紗梨 豊橋ＳＳ 小6
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾘ ﾄﾖﾊｼSS    31.44 (  0.63)

113 4/3 東  京 竹村　咲良 ＲＯＸ．Ｊｒ 小6
ﾀｹﾑﾗ ｻｸﾗ ROXｼﾞｭﾆｱ    31.46 (  0.65)

114 8/2 和歌山 林　　愛侑 ADカツラギSS 小5
ﾊﾔｼ ｱﾕｳ ADｶﾂﾗｷﾞ    31.48 (  0.68)

115 1/4 富  山 伊原　蘭奈 ＳＡ魚津 小6
ｲﾊﾗ ﾗﾅ SAｳｵﾂﾞ    31.51 (  0.75)

116 9/7 静  岡 神田　玲愛 ＭＧ浜松 小6
ｶﾝﾀﾞ ﾚｲｱ MGﾊﾏﾏﾂ    31.52 (  0.68)

117 8/0 静  岡 岡村　真宙 ｾｲｼﾝ葵の森 小5
ｵｶﾑﾗ ﾏﾋﾛ ｾｲｼﾝｱｵｲ    31.54 (  0.66)

118 5/4 宮  城 白幡　昊子 ニスポ仙台南 小6
ｼﾗﾊﾀ ｺｳｺ ﾆｽﾎﾟ    31.56 (  0.82)

119 5/3 富  山 大西　琴葉 ナントＳＣ 小5
ｵｵﾆｼ ｺﾄﾊ ﾅﾝﾄSC    31.57 (  0.67)

120 8/3 茨  城 中澤　桃菜 あかやまＳＳ 小5
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ ｱｶﾔﾏSS    31.58 (  0.75)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 43 女子   50m 自由形 予選

大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

121 3/1 埼  玉 日吉　心優 愛徳SS 小6
ﾋﾖｼ ﾐﾕｳ ｱｲﾄｸSS    31.59 (  0.80)

122 7/3 東  京 崎山友莉菜 ロンド東村山 小4
ｻｷﾔﾏ ﾕﾘﾅ ﾛﾝﾄﾞHGM    31.60 (  0.68)

123 6/4 東  京 富澤　和香 コナミ船堀 小6
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾜｶ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    31.62 (  0.69)

124 7/8 大  阪 植村　まの ＭＧ泉南 小6
ｳｴﾑﾗ ﾏﾉ MGｾﾝﾅﾝ    31.65 (  0.66)

125 6/8 愛  知 牧野　心海 コパン鳴海 小6
ﾏｷﾉ ｺｺﾐ ｺﾊﾟﾝﾅﾙﾐ    31.69 (  0.75)

126 2/9 茨  城 横山　真希 あかやまＳＳ 小5
ﾖｺﾔﾏ ﾏｷ ｱｶﾔﾏSS    31.71 (  0.72)

126 6/6 三  重 富田　成香 津アサヒＳＳ 小6
ﾄﾐﾀﾞ ﾅﾘｶ ﾂｱｻﾋSS    31.71 (  0.71)

128 11/6 東  京 武腰　桃子 マリン西新井 小6
ﾀｹｺｼ ﾓﾓｺ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ    31.72 (  0.75)

129 8/5 佐  賀 岩谷　瑞稀 ジェネックス 小6
ｲﾜﾔ ﾐｽﾞｷ GENEX    31.75 (  0.74)

130 3/9 静  岡 岩邊　真悠 グリーン佐鳴 小5
ｲﾜﾅﾍﾞ ﾏﾕ ｸﾞﾘｰﾝ.S    31.76 (  0.72)

131 4/1 埼  玉 清水　瑠華 WING 小4
ｼﾐｽﾞ ﾙｶ WING    31.78 (  0.79)

132 3/2 和歌山 福元みずき ADむそたSC 小5
ﾌｸﾓﾄ ﾐｽﾞｷ ADﾑｿﾀSC    31.80 (  0.71)

133 9/2 東  京 野上　華蓮 コナミ船堀 小6
ﾉｶﾞﾐ ｶﾚﾝ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    31.81 (  0.69)

134 4/6 大  阪 宮澤　さら サンタマリア 小6
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾗ ｻﾝﾀﾏﾘｱSS    31.84 (  0.62)

134 7/9 静  岡 板倉萌々香 磐田カルチャ 小6
ｲﾀｸﾗ ﾓﾓｶ ｲﾜﾀｶﾙﾁｬｰ    31.84 (  0.73)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 43 女子   50m 自由形 予選

大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

136 1/7 神奈川 重田　菜緒 チャンピオン 小5
ｼｹﾞﾀ ﾅｵ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ    31.87 (  0.70)

136 2/3 鹿児島 山野　美羽 Ｋｉｔ 小5
ﾔﾏﾉ ﾐｳ kit    31.87 (  0.74)

136 5/2 和歌山 坂口　公美 ADむそたSC 小6
ｻｶｸﾞﾁ ｸﾐ ADﾑｿﾀSC    31.87 (  0.75)

139 5/1 神奈川 萬造寺乃愛 ニスポ元住吉 小6
ﾏﾝｿﾞｳｼﾞ ﾉｱ ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ    31.89 (  0.69)

140 4/2 愛  知 三宅　優香 ビート守山 小5
ﾐﾔｹ ﾕｳｶ BEATﾓﾘﾔﾏ    31.90 (  0.85)

141 5/0 富  山 西塔　柚琶 ＳＡ魚津 小6
ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾊ SAｳｵﾂﾞ    31.91 (  0.78)

142 7/1 愛  知 石川あさひ 碧南ＳＳ 小6
ｲｼｶﾜ ｱｻﾋ ﾍｷﾅﾝSS    31.92 (  0.75)

143 3/4 埼  玉 岸本　千佳 愛徳SS 小6
ｷｼﾓﾄ ﾁｶ ｱｲﾄｸSS    31.93 (  0.73)

144 2/2 大  阪 雲雀　　凛 ＨＯＳ小阪 小5
ﾋﾊﾞﾘ ﾘﾝ HOSｺｻｶ    31.97 (  0.68)

145 7/4 富  山 吉岡　依咲 富山ＳＣ 小6
ﾖｼｵｶ ｲｻｷ ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ    32.08 (  0.69)

146 2/5 愛  知 早川　莉乎 ＢＩＧ東海 小6
ﾊﾔｶﾜ ﾘｺ BIGﾄｳｶｲ    32.24 (  0.79)

147 6/0 山  梨 大谷　柚葉 フジヤマＳＣ 小5
ｵｵﾀﾆ ﾕｽﾞﾊ ﾌｼﾞﾔﾏSC    32.35 (  0.69)

7/6 愛  知 入江　夏帆 ＳＳＣ岡崎 小4
ｲﾘｴ ﾅﾂﾎ SSCｵｶｻﾞｷ 棄権
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     24.85
競技No. : 44 男子   50m 自由形 予選

大会記録     26.27

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 13/5 埼  玉 神場　一樹 おざわＳＳ 小6
ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ ｵｻﾞﾜSS    27.13 (  0.62)

2 13/4 愛  知 浅野　雅久 ＮＰＯ口論義 小6
ｱｻﾉ ｶﾞｸ NPOｺｳﾛｷﾞ    27.34 (  0.63)

3 13/3 鹿児島 江﨑　侑聖 Ｋｉｔ 小6
ｴｻﾞｷ ﾕｳｾｲ kit    27.93 (  0.65)

4 11/4 静  岡 鈴木　　颯 浜名湖ＳＳ 小6
ｽｽﾞｷ ﾊｸ ﾊﾏﾅｺSS    28.05 (  0.69)

5 11/5 神奈川 佐藤　祥吾 ニスポ元住吉 小6
ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ    28.08 (  0.72)

6 12/5 愛  知 杉浦　征典 名鉄ＳＳ半田 小6
ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    28.09 (  0.75)

7 13/6 東  京 神棒　悠音 ミミＳＣ品川 小6
ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾐﾐSC    28.14 (  0.70)

8 12/4 和歌山 横山　　蒼 パルワカヤマ 小6
ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ    28.19 (  0.70)

9 11/8 東  京 河井　桜輔 東京ＳＣ 小6
ｶﾜｲ ｵｳｽｹ ﾄｳｷｮｳSC    28.27 (  0.66)

10 13/7 富  山 高田　潤也 富山ＳＣ 小6
ﾀｶﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ    28.28 (  0.73)

11 12/3 埼  玉 吉田　　成 愛徳SS 小6
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ ｱｲﾄｸSS    28.43 (  0.75)

12 13/8 東  京 塩田　直也 東京ＳＣ 小6
ｼｵﾀ ﾅｵﾔ ﾄｳｷｮｳSC    28.44 (  0.60)

13 11/3 三  重 宮本　晄希 津トップＳＣ 小6
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ ﾂﾄｯﾌﾟSC    28.68 (  0.63)

14 11/6 佐  賀 橋本　輝仁 ようどう館佐 小6
ﾊｼﾓﾄ ﾃﾙﾋﾄ ﾖｳﾄﾞｳｶﾝｻ    28.74 (  0.76)

14 12/1 大  阪 富谷　弦隆 ＨＯＳ小阪 小6
ﾄﾐﾔ ｹﾞﾝﾘｭｳ HOSｺｻｶ    28.74 (  0.61)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     24.85
競技No. : 44 男子   50m 自由形 予選

大会記録     26.27

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

16 11/1 鹿児島 西村　昊晟 ジェル鹿児島 小6
ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ ｼﾞｪﾙｶｺﾞ    28.77 (  0.69)

17 13/1 茨  城 松井　一樹 ささはら塾 小6
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ    28.78 (  0.62)

18 13/2 静  岡 関川　赳功 とこはＳＳ 小6
ｾｷｶﾜ ﾀｹﾉﾘ ﾄｺﾊSS    28.80 (  0.67)

19 11/7 大  阪 伊藤　陽生 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭 小6
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ BSｱｻﾋ    29.00 (  0.67)

20 12/8 東  京 松本　祐輝 東京ＳＣ 小6
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ ﾄｳｷｮｳSC    29.08 (  0.57)

21 12/2 愛  媛 青野　　空 ＭＧ双葉 小6
ｱｵﾉ ｿﾗ MGﾌﾀﾊﾞ    29.09 (  0.59)

22 2/2 東  京 山田　悠生 ロンド東村山 小6
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾛﾝﾄﾞHGM    29.21 (  0.74)

23 12/7 静  岡 今井　優斗 とこはＳＳ 小6
ｲﾏｲ ﾕｳﾄ ﾄｺﾊSS    29.23 (  0.63)

24 12/6 愛  知 清田　悠生 パル知立 小6
ｷﾖﾀ ﾕｳ ﾊﾟﾙﾁﾘｭｳ    29.33 (  0.63)

25 12/9 三  重 谷口　廣維 ベスパＳＳ 小6
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｲ ﾍﾞｽﾊﾟSS    29.35 (  0.67)

26 10/3 和歌山 鈴木　麻斗 パル紀の川 小6
ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ    29.55 (  0.70)

27 7/1 愛  知 キクチレオ 名鉄ＳＳ半田 小6
ｷｸﾁ ﾚｵ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    29.62 (  0.82)

28 1/8 山  口 山下謙太郎 ＮＡＰ 小6
ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ NAP    29.64 (  0.72)

29 3/0 長  野 麻田　怜斗 ＳＡＭ松本 小6
ｱｻﾀﾞ ﾚｲﾄ ｻﾑﾏﾂﾓﾄ    29.65 (  0.74)

30 11/2 東  京 竹内　海琉 I.S.F 小6
ﾀｹｳﾁ ｶｲﾙ I.S.F    29.67 (  0.66)
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50m

31 10/7 東  京 石鍋光之介 マリン西新井 小6
ｲｼﾅﾍﾞ ｺｳﾉｽｹ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ    29.73 (  0.64)

32 9/3 和歌山 園部　暢也 ADむそたSC 小6
ｿﾉﾍﾞ ﾉﾌﾞﾔ ADﾑｿﾀSC    29.77 (  0.69)

33 9/5 山  梨 家登　正宜 なかだてＳＳ 小6
ｶﾄ ﾏｻﾖｼ ﾅｶﾀﾞﾃSS    29.82 (  0.60)

34 8/0 東  京 竹之内隼人 東京ＳＣ 小5
ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ ﾄｳｷｮｳSC    29.92 (  0.63)

35 12/0 東  京 保坂瞭太朗 マリン西新井 小6
ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ    29.96 (  0.65)

36 6/6 茨  城 稲垣　翔太 あかやまＳＳ 小6
ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳﾀ ｱｶﾔﾏSS    30.01 (  0.68)

37 5/0 愛  知 弘末　和司 ＪＳＳ中川 小6
ﾋﾛｾ ｶｽﾞｼ JSSﾅｶｶﾞﾜ    30.02 (  0.63)

38 4/8 長  野 原山　　曜 大町ＳＳ 小5
ﾊﾗﾔﾏ ﾋｶﾙ ｵｵﾏﾁSS    30.03 (  0.67)

39 8/2 愛  知 小塚　万生 みなとＳＳ 小6
ｺﾂﾞｶ ﾏｵ ﾐﾅﾄSS    30.06 (  0.69)

40 9/4 兵  庫 大林　想汰 佐用ＳＳ 小6
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ ｻﾖｳSS    30.08 (  0.66)

41 9/2 大  阪 滝本　　駿 岸和田ＳＳ 小6
ﾀｷﾓﾄ ｼｭﾝ ｷｼﾜﾀﾞSS    30.13 (  0.76)

42 1/3 東  京 逸見　太一 三菱養和ＳＳ 小6
ﾍﾝﾐ ﾀｲﾁ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    30.14 (  0.67)

43 3/7 静  岡 能勢　大吾 ＭＧ浜松 小6
ﾉｾ ﾀﾞｲｺﾞ MGﾊﾏﾏﾂ    30.15 (  0.61)

43 7/3 東  京 廣澤　伶於 ロンド東村山 小6
ﾋﾛｻﾜ ﾚｵ ﾛﾝﾄﾞHGM    30.15 (  0.65)

43 10/2 愛  知 三輪　侑真 アシスト蟹江 小6
ﾐﾜ ﾕｳﾏ ｱｼｽﾄｶﾆｴ    30.15 (  0.61)
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50m

46 9/0 福  井 柳原　悠人 おおいアクア 小6
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ ｵｵｲｱｸｱ    30.19 (  0.57)

47 6/5 愛  知 黒田　栄斗 アシスト蟹江 小6
ｸﾛﾀﾞ ｴｲﾄ ｱｼｽﾄｶﾆｴ    30.20 (  0.60)

48 5/5 山  口 亀川　航希 ＫＳＧ・徳山 小6
ｶﾒｶﾜ ｺｳｷ KSGﾄｸﾔﾏ    30.22 (  0.68)

48 9/1 神奈川 杉山　陽紀 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小5
ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ    30.22 (  0.62)

48 11/9 兵  庫 杉本　和真 塚口ＳＳ 小6
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ﾂｶｸﾞﾁSS    30.22 (  0.62)

51 1/9 静  岡 谷野　成悠 浜名湖ＳＳ 小6
ﾔﾉ ﾅﾙﾋｻ ﾊﾏﾅｺSS    30.23 (  0.73)

52 13/9 和歌山 本多　大空 ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 小6
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸ ﾊﾟﾙｵｵﾀ    30.26 (  0.62)

53 10/5 愛  知 佐藤　優心 岡崎竜城ＳＣ 小6
ｻﾄｳ ﾕｳｼﾝ ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ    30.27 (  0.64)

54 13/0 福  岡 西田　瑞稀 ＫＳＧ柳川 小5
ﾆｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    30.29 (  0.62)

55 7/7 愛  知 林　　利晃 岡崎竜城SC南 小6
ﾊﾔｼ ｶｽﾞｱｷ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    30.32 (  0.68)

56 10/8 東  京 武部　　歓 東京ＳＣ 小6
ﾀｹﾍﾞ ｶﾝ ﾄｳｷｮｳSC    30.38 (  0.63)

57 5/7 東  京 滝沢　知哉 三菱養和ＳＳ 小5
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    30.44 (  0.59)

58 1/5 東  京 松井　尊慶 東京ＳＣ 小5
ﾏﾂｲ ﾀｶﾖｼ ﾄｳｷｮｳSC    30.45 (  0.65)

59 8/3 静  岡 伊藤　吉平 東部ＳＳ 小5
ｲﾄｳ ｷｯﾍﾟｲ ﾄｳﾌﾞSS    30.47 (  0.61)

59 9/8 長  野 小林凜太朗 ＳＡＭ塩尻 小6
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ SAMｼｵｼﾞﾘ    30.47 (  0.69)
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50m

61 8/9 兵  庫 髙岡　拓未 塚口ＳＳ 小5
ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ ﾂｶｸﾞﾁSS    30.50 (  0.65)

62 6/3 東  京 神山祐一郎 新代田ＳＳ 小6
ｶﾐﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｼﾝﾀﾞｲﾀSS    30.53 (  0.65)

63 2/8 福  井 江島　碧音 おおいアクア 小5
ｴｼﾏ ｱｵﾄ ｵｵｲｱｸｱ    30.54 (  0.63)

64 10/0 長  野 中村　充希 ナガデン長野 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ ﾅｶﾞﾃﾞﾝ    30.57 (  0.76)

65 4/4 兵  庫 今井　詠奏 塚口ＳＳ 小6
ｲﾏｲ ｳﾀ ﾂｶｸﾞﾁSS    30.60 (  0.58)

66 7/0 大  阪 井阪　匠陽 ＭＧ和泉 小6
ｲｻｶ ｼｮｳﾔ MGｲｽﾞﾐ    30.61 (  0.71)

67 7/8 岐  阜 西尾　大槻 岐阜西ＳＣ 小6
ﾆｼｵ ﾋﾛｷ ｷﾞﾌﾆｼsc    30.63 (  0.76)

68 11/0 愛  媛 佐藤凛汰朗 ＭＧ双葉 小5
ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ MGﾌﾀﾊﾞ    30.64 (  0.62)

69 3/9 愛  知 清水　遥喜 名鉄ＳＳ刈谷 小6
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ    30.67 (  0.62)

70 1/2 静  岡 田島　　丞 Ｔ‐１２３ 小6
ﾀｼﾞﾏ ｼﾞｮｳ T-123    30.70 (  0.69)

71 9/6 静  岡 上嶋　万葉 東富士ＳＣ 小5
ｳｴｼﾏ ｶｽﾞﾊ ﾋｶﾞｼﾌｼﾞ    30.76 (  0.61)

72 1/7 愛  知 峯松　峻平 平針ＳＳ 小5
ﾐﾈﾏﾂ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾋﾗﾊﾞﾘSS    30.78 (  0.59)

73 5/4 三  重 福井　瑛士 あすなろＳＳ 小6
ﾌｸｲ ｴｲｼﾞ ｱｽﾅﾛSS    30.79 (  0.72)

73 9/7 長  崎 立花　琉真 ウオタ・長崎 小5
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾏ Wﾅｶﾞｻｷ    30.79 (  0.71)

75 4/0 愛  知 小松　斗葵 みなとＳＳ 小5
ｺﾏﾂ ﾄｷ ﾐﾅﾄSS    30.81 (  0.68)
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50m

75 6/9 静  岡 鈴木　一平 グリーン高台 小6
ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ ｸﾞﾘｰﾝT    30.81 (  0.66)

77 4/5 東  京 紅露　ルイ 東京ＳＣ 小5
ｺｵﾛ ﾙｲ ﾄｳｷｮｳSC    30.84 (  0.62)

77 6/7 東  京 徳永　将太 東京ＳＣ 小5
ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ ﾄｳｷｮｳSC    30.84 (  0.66)

79 6/8 静  岡 田代　絢士 島田チャンプ 小6
ﾀｼﾛ ｱﾔﾄ ｼﾏﾀﾞﾁｬﾝﾌ    30.86 (  0.69)

79 10/1 静  岡 渡邉　雅大 レオリブレ 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ ﾚｵﾘﾌﾞﾚ    30.86 (  0.71)

81 10/9 長  野 鎌崎　伊吹 ＳＡＭ松本 小6
ｶﾏｻｷ ｲﾌﾞｷ ｻﾑﾏﾂﾓﾄ    30.87 (  0.69)

82 3/3 宮  城 伊藤愼之佑 ニスポ仙台南 小5
ｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ ﾆｽﾎﾟ    30.88 (  0.61)

83 7/5 福  井 西村　太佑 ＫＴＰつるが 小5
ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ KTPﾂﾙｶﾞ    30.89 (  0.58)

84 1/6 愛  知 津田　恭吾 イトマン中村 小6
ﾂﾀﾞ ｷｮｳｺﾞ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    30.90 (  0.69)

85 7/9 愛  知 澤木　太希 豊橋ＳＳ 小6
ｻﾜｷ ﾀｲｷ ﾄﾖﾊｼSS    30.91 (  0.64)

86 5/1 愛  知 宇佐美惺哉 稲沢ＳＳ 小4
ｳｻﾐ ｾｲﾔ ｲﾅｻﾞﾜSS    30.92 (  0.61)

86 7/6 静  岡 鈴木　颯真 浜名湖ＳＳ 小6
ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ ﾊﾏﾅｺSS    30.92 (  0.71)

88 2/9 東  京 菊川　新太 マリン西新井 小6
ｷｸｶﾜ ｱﾗﾀ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ    30.93 (  0.65)

89 2/6 愛  知 渡辺　一喜 Golden Whale 小5
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ SC･G･W    30.96 (  0.67)

90 10/6 静  岡 諏訪部大我 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ｽﾜﾍﾞ ﾀｲｶﾞ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    31.00 (  0.67)
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50m

91 4/9 東  京 石谷康太朗 成増ロンド 小6
ｲｼﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ    31.01 (  0.66)

92 8/1 島  根 村上　佳汰 SC隠岐 小6
ﾑﾗｶﾐ ｹｲﾀ SCｵｷ    31.02 (  0.68)

93 4/3 東  京 濱出　郁海 マリン西新井 小6
ﾊﾏﾃﾞ ｲｸﾐ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ    31.03 (  0.72)

93 5/2 東  京 倉橋　礼悟 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 小6
ｸﾗﾊｼ ﾗｲｺﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ    31.03 (  0.62)

93 8/4 東  京 高田　一誓 I.S.F 小6
ﾀｶﾀﾞ ｲｯｾｲ I.S.F    31.03 (  0.58)

96 3/4 山  梨 北村　幸惺 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲府 小5
ｷﾀﾑﾗ ｺｳｾｲ ﾌﾞﾙｰｺｳﾌ    31.06 (  0.65)

97 3/5 三  重 掛橋宗志朗 ベスパＳＳ 小6
ｶｹﾊｼ ｿｳｼﾛｳ ﾍﾞｽﾊﾟSS    31.07 (  0.63)

98 5/6 東  京 斎藤　晴希 ロンド東村山 小5
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ ﾛﾝﾄﾞHGM    31.08 (  0.70)

98 8/6 静  岡 稲垣　翔太 ＭＧ浜松 小6
ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳﾀ MGﾊﾏﾏﾂ    31.08 (  0.75)

100 6/1 静  岡 夏目　晃貴 RSC富士 小5
ﾅﾂﾒ ｺｳｷ RSCﾌｼ    31.09 (  0.63)

101 5/8 東  京 大塚　滉太 マリン西新井 小4
ｵｵﾂｶ ｺｳﾀ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ    31.15 (  0.65)

101 8/5 東  京 阿部　隼大 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 小6
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ    31.15 (  0.56)

103 7/2 静  岡 柴田　和輝 グリーン佐鳴 小5
ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ ｸﾞﾘｰﾝ.S    31.18 (  0.56)

104 6/4 茨  城 秋庭　聡大 あかやまＳＳ 小6
ｱｷﾊﾞ ｿｳﾀ ｱｶﾔﾏSS    31.20 (  0.74)

105 4/6 長  野 内藤　文太 ＳＡＭ中央 小6
ﾅｲﾄｳ ﾌﾞﾝﾀ ｻﾑﾁｭｳｵｳ    31.22 (  0.63)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     24.85
競技No. : 44 男子   50m 自由形 予選

大会記録     26.27

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

105 6/0 埼  玉 長谷　壱丸 サンシャイン 小6
ﾊｾ ｲﾁﾏﾙ ｻﾝｼｬｲﾝ    31.22 (  0.69)

107 5/3 大  阪 中條　　航 HOS 南千里 小6
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾜﾀﾙ HOS SC    31.27 (  0.78)

107 5/9 愛  知 井上　凱道 イトマン中村 小5
ｲﾉｳｴ ｶｲｼﾞ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    31.27 (  0.64)

109 8/7 愛  知 鹿間　大聖 イトマン中村 小6
ｼｶﾏ ﾀｲｾｲ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    31.28 (  0.68)

110 2/0 静  岡 植松　海翔 東部ＳＳ 小6
ｳｴﾏﾂ ｶｲﾄ ﾄｳﾌﾞSS    31.32 (  0.73)

111 9/9 東  京 中島　啓太 ミミＳＣ品川 小5
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ ﾐﾐSC    31.33 (  0.55)

111 10/4 愛  知 細井　章吾 名鉄ＳＳ半田 小6
ﾎｿｲ ｼｮｳｺﾞ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    31.33 (  0.90)

113 8/8 東  京 渡邊　陽仁 三菱養和ＳＳ 小5
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    31.35 (  0.64)

114 2/4 東  京 太田　圭亮 成増ロンド 小5
ｵｵﾀ ｹｲｽｹ ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ    31.37 (  0.64)

114 3/8 静  岡 平澤　夏生 浜名湖ＳＳ 小5
ﾋﾗｻﾜ ﾅﾂｷ ﾊﾏﾅｺSS    31.37 (  0.64)

116 2/7 三  重 内山　脩斗 海山ＳＣ 小6
ｳﾁﾔﾏ ｼｭｳﾄ ﾐﾔﾏSC    31.46 (  0.58)

117 6/2 東  京 武内　武盛 東京ＳＣ 小5
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾓﾘ ﾄｳｷｮｳSC    31.48 (  0.61)

118 3/2 奈  良 荒金　亮汰 ＭＧニッシン 小4
ｱﾗｶﾈ ﾘｮｳﾀ MGﾆｯｼﾝ    31.51 (  0.75)

119 4/7 愛  知 井上　蒼葉 ＢＩＧ東海 小6
ｲﾉｳｴ ｱｵﾊﾞ BIGﾄｳｶｲ    31.58 (  0.71)

120 3/1 東  京 五十嵐海良 ＳＷＩＦＴ 小6
ｲｶﾞﾗｼ ｶｲﾗ SWIFT    31.61 (  0.59)
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順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

121 1/0 茨  城 川面　壮汰 あかやまＳＳ 小5
ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ ｱｶﾔﾏSS    31.65 (  0.61)

122 3/6 富  山 稲垣　雄大 オーパス高岡 小5
ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ｵｰﾊﾟｽSC    31.66 (  0.63)

123 1/1 愛  知 平林　莉空 ＫＬ西春日井 小6
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｸ KLﾆｼｶｽｶﾞ    31.67 (  0.64)

124 7/4 愛  知 鈴木　佑樹 RSケーニーズ 小6
ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ RSｹｰﾆｰｽﾞ    31.68 (  0.70)

125 2/5 三  重 吉田　陽葵 伊勢ＳＳ 小5
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ ｲｾSS    31.76 (  0.60)

126 4/1 愛  知 永野凜太朗 ビート守山 小6
ﾅｶﾞﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ BEATﾓﾘﾔﾏ    31.84 (  0.72)

127 2/3 東  京 長坂　春木 I.S.F 小6
ﾅｶﾞｻｶ ﾊﾙｷ I.S.F    31.88 (  0.65)

128 4/2 福  井 飯塚遼太郎 金井学園ＳＣ 小5
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｶﾅｲｶﾞｸｴﾝ    32.00 (  0.65)

1/4 東  京 河井　一桜 東京ＳＣ 小4
ｶﾜｲ ｲｯｻ ﾄｳｷｮｳSC 棄権

2/1 兵  庫 朝山誠司郎 塚口ＳＳ 小5
ｱｻﾔﾏ ｾｲｼﾛｳ ﾂｶｸﾞﾁSS 棄権
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果
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大会記録     33.67

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 13/4 神奈川 佐藤　琴美 のぼりとＳＣHH 小6
ｻﾄｳ ｺﾄﾐ ﾉﾎﾞﾘﾄSC    33.79 (  0.72)

2 12/5 神奈川 小野田夕渚 鎌倉ＳＳ 小6
ｵﾉﾀﾞ ﾕﾅ ｶﾏｸﾗSS    34.76 (  0.75)

3 12/4 富  山 大野友有希 高岡ＳＣ 小6
ｵｵﾉ ﾕｳｷ ﾀｶｵｶSC    34.90 (  0.72)

4 13/5 愛  知 恒川　小春 イトマン中村 小6
ﾂﾈｶﾜ ｺﾊﾙ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    35.06 (  0.65)

5 13/1 茨  城 谷地田姫子 あかやまＳＳ 小6
ﾔﾁﾀﾞ ﾋﾒｺ ｱｶﾔﾏSS    35.45 (  0.65)

6 13/3 茨  城 中澤　心暖 あかやまＳＳ 小6
ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ ｱｶﾔﾏSS    35.70 (  0.76)

7 12/6 佐  賀 吉田　藍深 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島 小6
ﾖｼﾀﾞ ｳﾐ BSﾅﾍﾞｼﾏ    35.78 (  0.72)

8 11/5 静  岡 山田奈央子 深谷ＳＣ浜松 小6
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ FSCﾊﾏﾏﾂ    35.85 (  0.89)

9 11/4 愛  知 増田　早優 ビート守山 小6
ﾏｽﾀﾞ ｻﾔ BEATﾓﾘﾔﾏ    35.97 (  0.64)

10 12/3 東  京 藤田向日葵 成増ロンド 小6
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ    36.03 (  0.61)

11 10/4 東  京 斉藤　歩美 東京ＳＣ 小5
ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ ﾄｳｷｮｳSC    36.18 (  0.63)

11 11/6 茨  城 村山　　萌 ささはら塾 小6
ﾑﾗﾔﾏ ｷｻﾞｼ ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ    36.18 (  0.72)

13 11/7 愛  知 久保田乙妃 イトマン中村 小5
ｸﾎﾞﾀ ｲﾂｷ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    36.21 (  0.70)

14 13/7 神奈川 藤間　聖莉 チャンピオン 小5
ﾌｼﾞﾏ ｾﾘ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ    36.25 (  0.78)

15 13/6 静  岡 後藤　里珠 とこはＳＳ 小6
ｺﾞﾄｳ ﾘｽﾞ ﾄｺﾊSS    36.32 (  0.69)
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順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

16 11/3 東  京 大竹　瑠奈 新代田ＳＳ 小5
ｵｵﾀｹ ﾙﾅ ｼﾝﾀﾞｲﾀSS    36.37 (  0.67)

17 13/8 奈  良 奈良　結愛 ＭＧニッシン 小6
ﾅﾗ ﾕﾏ MGﾆｯｼﾝ    36.49 (  0.66)

18 13/9 千  葉 坂田　涼音 ＢＩＧ木更津 小6
ｻｶﾀ ﾘﾝ BIGｷｻﾗﾂﾞ    36.62 (  0.67)

19 12/2 滋  賀 寺島和加乃 イトマン守山 小6
ﾃﾗｼﾏ ﾜｶﾉ ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔﾏ    36.67 (  0.73)

19 13/2 愛  知 内山　朝陽 岡崎竜城SC南 小6
ｳﾁﾔﾏ ｱｻﾋ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    36.67 (  0.68)

21 12/8 静  岡 藤村　梨那 浜名湖ＳＳ 小6
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾅ ﾊﾏﾅｺSS    36.76 (  0.65)

22 10/8 愛  知 後藤三璃花 Ｖトピア一宮 小6
ｺﾞﾄｳ ﾐﾘｶ VSCｲﾁﾉﾐﾔ    36.92 (  0.67)

23 11/2 静  岡 新居　凜花 グリーン佐鳴 小6
ｱﾗｲ ﾘﾝｶ ｸﾞﾘｰﾝ.S    36.98 (  0.67)

24 10/1 石  川 川村　　凛 金沢SC三十苅 小6
ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ ｶﾅｻﾞﾜｻﾝｼ    37.00 (  0.66)

25 7/6 愛  知 大石　佳奈 ＢＩＧ加木屋 小6
ｵｵｲｼ ｶﾅ BIGｶｷﾞﾔ    37.10 (  0.73)

26 11/1 東  京 佐藤　花音 コナミ船堀 小6
ｻﾄｳ ｶﾉﾝ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    37.15 (  0.72)

27 6/1 東  京 渡部　杏菜 東京ＳＣ 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝﾅ ﾄｳｷｮｳSC    37.22 (  0.67)

28 11/8 東  京 薬袋　　凛 ロンド東村山 小6
ﾐﾅｲ ﾘﾝ ﾛﾝﾄﾞHGM    37.27 (  0.68)

29 10/2 東  京 宮内　花凜 ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ 小6
ﾐﾔｳﾁ ｶﾘﾝ ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ    37.29 (  0.79)

30 12/7 埼  玉 石山　　睦 ユアー蕨 小6
ｲｼﾔﾏ ﾑﾂﾐ ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ    37.37 (  0.74)
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50m

31 12/1 愛  知 宇佐美愛莉 稲沢ＳＳ 小6
ｳｻﾐ ｱｲﾘ ｲﾅｻﾞﾜSS    37.56 (  0.67)

32 12/9 静  岡 星野　奈々 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ﾎｼﾉ ﾅﾅ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    37.73 (  0.68)

33 11/9 鹿児島 池下樹莉亜 原田学園ＳＳ 小5
ｲｹｼﾀ ｼﾞｭﾘｱ ﾊﾗﾀﾞSS    37.75 (  0.70)

34 8/6 静  岡 山下　葉菜 レオリブレ 小6
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾅ ﾚｵﾘﾌﾞﾚ    37.76 (  0.68)

35 7/3 福  井 加藤　真矢 ＫＴＰつるが 小6
ｶﾄｳ ﾏﾔ KTPﾂﾙｶﾞ    37.77 (  0.70)

36 7/4 神奈川 島村　奈央 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小6
ｼﾏﾑﾗ ﾅｵ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ    37.78 (  0.82)

37 12/0 三  重 中山　碧乃 津田四日市 小6
ﾅｶﾔﾏ ｱｵﾉ ﾂﾀﾞﾖｯｶｲﾁ    37.80 (  0.67)

38 11/0 静  岡 守屋　莉乃 グリーン高台 小6
ﾓﾘﾔ ﾘﾉ ｸﾞﾘｰﾝT    37.85 (  0.66)

39 9/2 愛  知 酒井　　茜 ＢＯＸ豊川 小6
ｻｶｲ ｱｶﾈ BOXﾄﾖｶﾜ    37.86 (  0.69)

40 10/5 石  川 笹木　美穂 金沢SC小立野 小6
ｻｻｷ ﾐﾎ ｶﾅｻﾞﾜSCｺ    37.91 (  0.71)

41 13/0 静  岡 鈴木　日菜 深谷ＳＣ浜松 小6
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ FSCﾊﾏﾏﾂ    37.92 (  0.70)

42 9/8 東  京 村中　七菜 ミミＳＣ品川 小6
ﾑﾗﾅｶ ﾅﾅ ﾐﾐSC    37.95 (  0.65)

43 7/1 愛  知 下ノ村紗桜 ＢＩＧ加木屋 小6
ｼﾓﾉﾑﾗ ｻｵ BIGｶｷﾞﾔ    38.05 (  0.72)

43 10/6 愛  知 久間圭奈子 Ｖトピア小牧 小6
ｸﾏ ｶﾅｺ VKSｺﾏｷ    38.05 (  0.74)

45 7/2 福  岡 平島　香子 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ久留 小6
ﾋﾗｼﾏ ｶｺ BSｸﾙﾒ    38.18 (  0.61)
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50m

46 2/8 北海道 米田　百花 ｲﾄﾏﾝ札幌麻生 小6
ﾖﾈﾀﾞ ﾓﾓｶ ｲﾄﾏﾝｱｻﾌﾞ    38.28 (  0.81)

47 9/4 兵  庫 皐月　　静 塚口ＳＳ 小5
ｻﾂｷ ｼｽﾞｶ ﾂｶｸﾞﾁSS    38.42 (  0.70)

48 7/0 福  岡 西野　紗永 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ久留 小5
ﾆｼﾉ ｻｴ BSｸﾙﾒ    38.49 (  0.68)

49 8/1 静  岡 原木　莉那 Ｔ‐１２３ 小5
ﾊﾗｷ ﾘﾅ T-123    38.55 (  0.72)

49 8/5 静  岡 進士　結愛 深谷ＳＣ浜松 小5
ｼﾝｼﾞ ﾕﾅ FSCﾊﾏﾏﾂ    38.55 (  0.69)

51 6/5 愛  知 鈴掛ひなた コパン鳴海 小6
ｽｽﾞｶｹ ﾋﾅﾀ ｺﾊﾟﾝﾅﾙﾐ    38.57 (  0.73)

52 9/7 福  岡 田中　珀娃 ＫＳＧ柳川 小4
ﾀﾅｶ ﾊｸｱ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    38.60 (  0.73)

53 6/8 大  阪 安住　悠里 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭 小6
ｱｽﾞﾐ ﾕｳﾘ BSｱｻﾋ    38.72 (  0.75)

54 8/3 鹿児島 山野　美羽 Ｋｉｔ 小5
ﾔﾏﾉ ﾐｳ kit    38.80 (  0.72)

55 4/3 石  川 作間　百笑 金沢ＳＣ西泉 小6
ｻｸﾏ ﾓｴ ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ    38.81 (  0.64)

56 6/6 山  口 日下部美海 ＫＳＧ・徳山 小5
ｸｻｶﾍﾞ ﾏﾘﾝ KSGﾄｸﾔﾏ    38.85 (  0.67)

57 9/3 東  京 富澤　和香 コナミ船堀 小6
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾜｶ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    38.89 (  0.68)

58 9/6 愛  知 岸原くるみ 岡崎竜城ＳＣ 小5
ｷｼﾊﾗ ｸﾙﾐ ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ    38.93 (  0.73)

59 2/9 和歌山 東方　小麦 ＭＧ海南 小6
ﾄｳﾎｳ ｺﾑｷﾞ MGｶｲﾅﾝ    38.95 (  0.76)

59 9/1 東  京 鈴木　莉桜 コナミ船堀 小5
ｽｽﾞｷ ﾘｵ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    38.95 (  0.74)
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50m

61 2/4 愛  知 永井　璃乃 碧南ＳＳ 小6
ﾅｶﾞｲ ﾘﾉ ﾍｷﾅﾝSS    38.99 (  0.72)

62 9/0 愛  知 杉浦　梨心 豊橋ＳＳ 小6
ｽｷﾞｳﾗ ﾘｺ ﾄﾖﾊｼSS    39.02 (  0.72)

63 7/7 長  野 青木　藍理 ＳＡＭ中央 小6
ｱｵｷ ｱｲﾘ ｻﾑﾁｭｳｵｳ    39.04 (  0.74)

63 9/5 東  京 荻島　柚良 コナミ船堀 小5
ｵｷﾞｼﾏ ﾕﾗ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    39.04 (  0.64)

65 5/4 山  口 森田　栞奈 ＫＳＧ・徳山 小6
ﾓﾘﾀ ｶﾝﾅ KSGﾄｸﾔﾏ    39.10 (  0.62)

66 6/7 和歌山 德田　未来 パルワカヤマ 小5
ﾄｸﾀﾞ ﾐﾗｲ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ    39.18 (  0.66)

67 5/5 東  京 伊藤湖衣乃 東京ＳＣ 小5
ｲﾄｳ ｺｲﾉ ﾄｳｷｮｳSC    39.26 (  0.81)

68 5/9 和歌山 中田　早紀 ADカツラギSS 小6
ﾅｶﾀ ｻｷ ADｶﾂﾗｷﾞ    39.27 (  0.68)

69 8/4 石  川 齋藤　菜奈 金沢ＳＣ西泉 小6
ｻｲﾄｳ ﾅﾅ ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ    39.36 (  0.65)

70 9/9 神奈川 森　千香子 林水泳教室 小6
ﾓﾘ ﾁｶｺ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    39.37 (  0.66)

71 10/0 静  岡 田中　南有 ＪＳＳ磐田 小6
ﾀﾅｶ ﾅﾕ JSSｲﾜﾀ    39.38 (  0.70)

72 10/3 東  京 須藤　　花 ロンド東村山 小6
ｽﾄｳ ﾊﾅ ﾛﾝﾄﾞHGM    39.44 (  0.70)

73 1/2 東  京 長田　凜音 ロンド上北台 小5
ﾅｶﾞﾀ ﾘﾝ ﾛﾝﾄﾞｶﾐｷﾀ    39.53 (  0.61)

74 6/3 愛  知 岩田　七海 Ｖトピア一宮 小5
ｲﾜﾀ ﾅﾅﾐ VSCｲﾁﾉﾐﾔ    39.56 (  0.67)

75 7/8 愛  知 イｿﾋｮﾝ 三好ＳＡ 小6
ｲ ｿﾋｮﾝ ﾐﾖｼSA    39.58 (  0.70)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     32.91
競技No. : 45 女子   50m 平泳ぎ 予選

大会記録     33.67

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

76 4/2 愛  知 加藤　咲希 アシスト蟹江 小6
ｶﾄｳ ｻｷ ｱｼｽﾄｶﾆｴ    39.64 (  0.69)

77 10/7 滋  賀 早川　佳穂 イトマン近江 小6
ﾊﾔｶﾜ ｶﾎ ｲﾄﾏﾝｵｳﾐ    39.75 (  0.66)

78 4/7 三  重 林　　美佑 桑名ＳＳ 小6
ﾊﾔｼ ﾐﾕｳ ｸﾜﾅSS    39.89 (  0.73)

79 6/2 静  岡 竹下　杏莉 とこはＳＳ 小6
ﾀｹｼﾀ ｱﾝﾘ ﾄｺﾊSS    39.95 (  0.71)

80 1/6 静  岡 横山　　恵 焼津チャンプ 小6
ﾖｺﾔﾏ ｹｲ ﾔｲｽﾞC    39.98 (  0.62)

81 6/9 富  山 秋田　真鈴 ナントＳＣ 小6
ｱｷﾀ ﾏﾘﾝ ﾅﾝﾄSC    40.03 (  0.74)

82 8/7 長  崎 渡辺　夢香 なめしＳＣ 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒｶ ﾅﾒｼｴｽｼｰ    40.06 (  0.72)

83 7/5 愛  知 與河　沙奈 ｲﾄﾏﾝ春日井 小4
ﾖｶﾜ ｻﾅ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    40.08 (  0.68)

84 3/4 埼  玉 田中　雪葉 瀬ヶ崎ＳＣ 小6
ﾀﾅｶ ﾕｷﾊ ｾｶﾞｻｷSC    40.13 (  0.79)

85 5/1 茨  城 鈴木　璃央 ｲﾄﾏﾝ古河 小6
ｽｽﾞｷ ﾘｵ ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ    40.18 (  0.73)

86 3/0 富  山 深野　結愛 ＹＢＧ 小6
ﾌｶﾉ ﾕｱ team ybg    40.19 (  0.64)

87 3/8 和歌山 三浦　知夏 ADカツラギSS 小6
ﾐｳﾗ ﾄﾓｶ ADｶﾂﾗｷﾞ    40.22 (  0.71)

88 8/0 富  山 和田　唯加 富山SC東富山 小5
ﾜﾀﾞ ﾕｲｶ ﾋｶﾞｼﾄﾔﾏ    40.33 (  0.58)

89 8/2 東  京 鈴木　　杏 Peace 小5
ｽｽﾞｷ ｱﾝ Peace    40.35 (  0.67)

90 1/3 大  阪 小山　由衣 ＨＯＳ小阪 小6
ｺﾔﾏ ﾕｲ HOSｺｻｶ    40.39 (  0.72)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     32.91
競技No. : 45 女子   50m 平泳ぎ 予選

大会記録     33.67

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

91 1/5 東  京 鈴木里桜子 東京ＳＣ 小4
ｽｽﾞｷ ﾘｵｺ ﾄｳｷｮｳSC    40.41 (  0.65)

91 1/7 東  京 保坂　圭乃 マリン舎人 小6
ﾎｻｶ ﾀﾏﾉ ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ    40.41 (  0.80)

93 4/6 神奈川 窪田　優恵 神奈中ＳＳ 小4
ｸﾎﾞﾀ ﾕﾒ ｶﾅﾁｭｳSS    40.48 (  0.72)

94 2/0 静  岡 牧野　汐莉 富士ST 小6
ﾏｷﾉ ｼｵﾘ ﾌｼﾞST    40.53 (  0.60)

95 10/9 富  山 植野　結衣 ＹＢＧ 小6
ｳｴﾉ ﾕｲ team ybg    40.55 (  0.73)

96 8/8 東  京 河野　美佳 ＳＷＩＦＴ 小5
ｶﾜﾉ ﾐｶ SWIFT    40.68 (  0.71)

97 5/6 愛  知 西森　日向 平針ＳＳ 小6
ﾆｼﾓﾘ ﾋﾅﾀ ﾋﾗﾊﾞﾘSS    40.69 (  0.73)

98 3/1 山  梨 奥野　桜姫 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲府 小6
ｵｸﾉ ｻｷ ﾌﾞﾙｰｺｳﾌ    40.80 (  0.76)

98 3/7 東  京 成海　幸波 三菱養和ＳＳ 小5
ﾅﾙﾐ ｻﾅ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    40.80 (  0.71)

98 5/2 東  京 藤本　七花 ミミＳＣ品川 小6
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅｶ ﾐﾐSC    40.80 (  0.73)

98 6/0 東  京 堀切　梓彩 東京ＳＣ 小4
ﾎﾘｷﾘ ｱｽﾞｻ ﾄｳｷｮｳSC    40.80 (  0.66)

102 7/9 静  岡 中野花彩里 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小5
ﾅｶﾉ ｶｲﾘ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    40.84 (  0.67)

103 2/7 愛  知 植松　美帆 アシスト蟹江 小5
ｳｴﾏﾂ ﾐﾎ ｱｼｽﾄｶﾆｴ    40.85 (  0.72)

104 2/3 静  岡 塚本　和佳 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小5
ﾂｶﾓﾄ ﾜｶ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    40.87 (  0.73)

105 4/9 岐  阜 吉岡　愛英 岐阜西ＳＣ 小6
ﾖｼｵｶ ﾏﾅｴ ｷﾞﾌﾆｼsc    40.91 (  0.74)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     32.91
競技No. : 45 女子   50m 平泳ぎ 予選

大会記録     33.67

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

106 4/5 愛  知 髙橋さくら ＫＬ西春日井 小6
ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ KLﾆｼｶｽｶﾞ    40.92 (  0.74)

107 4/4 長  野 津田このは ナガデン若里 小5
ﾂﾀﾞ ｺﾉﾊ ﾅｶﾞﾃﾞﾝﾜｶ    40.93 (  0.82)

108 5/7 愛  知 坂本　のあ みなとＳＳ 小5
ｻｶﾓﾄ ﾉｱ ﾐﾅﾄSS    40.95 (  0.71)

109 8/9 静  岡 知念なつ莉 とこはＳＳ 小6
ﾁﾈﾝ ﾅﾂﾘ ﾄｺﾊSS    40.97 (  0.71)

110 6/4 静  岡 森山　亜湖 グリーン高台 小5
ﾓﾘﾔﾏ ｱｺ ｸﾞﾘｰﾝT    40.99 (  0.66)

111 4/0 富  山 島野　心愛 富山ＳＣ 小5
ｼﾏﾉ ｺｺﾛ ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ    41.05 (  0.70)

111 4/1 三  重 富田　成香 津アサヒＳＳ 小6
ﾄﾐﾀﾞ ﾅﾘｶ ﾂｱｻﾋSS    41.05 (  0.70)

111 5/3 愛  知 月原　早瑛 碧南ＳＳ 小5
ﾂｷﾊﾗ ｻｴ ﾍｷﾅﾝSS    41.05 (  0.70)

114 3/3 静  岡 松下　美桜 エスポ 小6
ﾏﾂｼﾀ ﾐｵ ｴｽﾎﾟ    41.10 (  0.61)

115 2/6 静  岡 小森　香歩 ＪＳＳ磐田 小6
ｺﾓﾘ ｶﾎ JSSｲﾜﾀ    41.24 (  0.65)

116 3/6 愛  知 山中　咲奈 ＪＳＳ中川 小5
ﾔﾏﾅｶ ｻﾅ JSSﾅｶｶﾞﾜ    41.25 (  0.72)

117 2/1 大  阪 雲雀　　凛 ＨＯＳ小阪 小5
ﾋﾊﾞﾘ ﾘﾝ HOSｺｻｶ    41.53 (  0.77)

118 1/1 石  川 石松　莉海 金沢ＳＣ西泉 小5
ｲｼﾏﾂ ﾘﾐ ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ    41.77 (  0.80)

119 3/2 三  重 小林　神奈 桑名ＳＳ 小6
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ ｸﾜﾅSS    41.78 (  0.74)

120 2/2 静  岡 中村　眞綾 磐田カルチャ 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ ｲﾜﾀｶﾙﾁｬｰ    41.81 (  0.68)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     32.91
競技No. : 45 女子   50m 平泳ぎ 予選

大会記録     33.67

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

121 5/8 埼  玉 泉川　凜珠 瀬ヶ崎ＳＣ 小6
ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾘｼﾞｭ ｾｶﾞｻｷSC    41.86 (  0.71)

122 5/0 静  岡 大村　瑠梨 A-１SS 小6
ｵｵﾑﾗ ﾙﾘ A-1SS    41.89 (  0.67)

123 2/5 愛  知 杉浦　妃織 碧南ＳＳ 小6
ｽｷﾞｳﾗ ﾋｵﾘ ﾍｷﾅﾝSS    41.92 (  0.70)

124 3/9 愛  知 後藤　結希 ＫＬ春日井 小6
ｺﾞﾄｳ ﾕﾉ KLｶｽｶﾞｲ    42.36 (  0.66)

125 1/4 愛  知 松浦　空美 ＫＬ春日井 小5
ﾏﾂｳﾗ ｱﾐ KLｶｽｶﾞｲ    42.37 (  0.74)

126 4/8 茨  城 小川　芽吹 あかやまＳＳ 小5
ｵｶﾞﾜ ﾒﾌﾞｷ ｱｶﾔﾏSS    42.39 (  0.66)

3/5 東  京 大谷みくる 三菱養和ＳＳ 小6
ｵｵﾀﾆ ﾐｸﾙ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 棄権
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     31.19
競技No. : 46 男子   50m 平泳ぎ 予選

大会記録     32.68

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 14/4 埼  玉 矢野　拓都 ユアー蕨 小6
ﾔﾉ ﾀｸﾄ ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ    32.91 (  0.64)

2 13/4 長  野 有賀　央翔 ＡＦＡＳ伊那 小6
ｱﾙｶﾞ ﾋﾛﾄ AFASｲﾅ    33.08 (  0.66)

3 13/3 三  重 馬瀬　綾亮 四日市ＳＣ 小6
ｳﾏｾ ﾘｮｳｽｹ ﾖｯｶｲﾁSC    34.07 (  0.74)

4 12/4 静  岡 山岸　友希 深谷ＳＣ浜松 小6
ﾔﾏｷﾞｼ ﾄﾓｷ FSCﾊﾏﾏﾂ    34.31 (  0.70)

5 14/7 東  京 飛知和　翔 東京ＳＣ 小6
ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ ﾄｳｷｮｳSC    34.36 (  0.57)

6 14/1 東  京 飛知和　渉 東京ＳＣ 小6
ﾋﾁﾜ ｱﾕﾑ ﾄｳｷｮｳSC    34.50 (  0.60)

7 12/5 愛  知 菱川　　槙 みなとＳＳ 小6
ﾋｼｶﾜ ﾏｷ ﾐﾅﾄSS    34.55 (  0.60)

8 14/8 三  重 尾崎　照英 伊勢ＳＳ 小6
ｵｻﾞｷ ｼｮｳｴｲ ｲｾSS    34.73 (  0.59)

9 13/5 長  野 小島　悠聖 ナガデン須坂 小6
ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾞﾃﾞﾝS    34.85 (  0.72)

10 14/5 東  京 飯塚　佳成 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 小6
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾅﾘ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ    34.90 (  0.62)

11 14/6 佐  賀 佐藤　想良 アクセス佐賀 小6
ｻﾄｳ ｿﾗ ｱｸｾｽｻｶﾞ    35.08 (  0.65)

12 13/2 静  岡 戸田健士郎 グランツ 小6
ﾄﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ ｸﾞﾗﾝﾂ    35.09 (  0.66)

13 14/3 佐  賀 北村　歩夢 Ｂ＆Ｇみやき 小6
ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ B&Gﾐﾔｷ    35.15 (  0.65)

14 13/1 東  京 山田　悠生 ロンド東村山 小6
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾛﾝﾄﾞHGM    35.16 (  0.74)

15 12/2 静  岡 土屋　圭己 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ﾂﾁﾔ ﾖｼｷ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    35.35 (  0.74)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     31.19
競技No. : 46 男子   50m 平泳ぎ 予選

大会記録     32.68

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

16 11/4 愛  知 川田　翔愛 Ｖトピア一宮 小6
ｶﾜﾀ ｼｮｳﾏ VSCｲﾁﾉﾐﾔ    35.48 (  0.63)

17 13/8 石  川 松本　　煌 AIM21 小6
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳ AIM21    35.59 (  0.58)

18 14/0 静  岡 柴田　真理 ＢＩＧ棒屋 小6
ｼﾊﾞﾀ ｼﾝﾘ BIGﾎﾞｳﾔ    35.60 (  0.62)

19 12/0 東  京 中村　泰晟 東京ＳＣ 小5
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ ﾄｳｷｮｳSC    35.61 (  0.71)

20 12/8 大  阪 伊藤　陽生 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭 小6
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ BSｱｻﾋ    35.77 (  0.68)

21 14/2 富  山 湯浅　友尋 オーパス高岡 小6
ﾕｱｻ ﾄﾓﾋﾛ ｵｰﾊﾟｽSC    35.78 (  0.58)

22 13/6 山  梨 前田　　基 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ石和 小6
ﾏｴﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ ﾌﾞﾙｰｲｻﾜ    35.88 (  0.66)

23 13/7 石  川 藤井　快人 金沢SC三十苅 小6
ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ ｶﾅｻﾞﾜｻﾝｼ    35.96 (  0.69)

24 11/3 東  京 林　　丈流 ミミＳＣ品川 小6
ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ ﾐﾐSC    35.98 (  0.70)

25 9/4 静  岡 藪辻　悠希 エスポ袋井 小6
ﾔﾌﾞﾂｼﾞ ﾕｳｷ ｴｽﾎﾟﾌｸﾛｲ    36.05 (  0.76)

26 14/9 大  阪 竹下　晃平 HOS 南千里 小6
ﾀｹｼﾀ ｺｳﾍｲ HOS SC    36.09 (  0.70)

27 12/6 愛  知 佐藤　玄都 アシスト蟹江 小5
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ ｱｼｽﾄｶﾆｴ    36.22 (  0.59)

28 12/7 長  野 吉江　世梛 ＳＡＭ中央 小5
ﾖｼｴ ｾﾅ ｻﾑﾁｭｳｵｳ    36.26 (  0.63)

29 13/0 福  岡 山田　聡真 ＫＳＧ柳川 小6
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    36.27 (  0.54)

30 12/1 山  口 宮地　拓海 ＫＳＧ・徳山 小6
ﾐﾔｼﾞ ﾀｸﾐ KSGﾄｸﾔﾏ    36.34 (  0.65)
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31 11/5 静  岡 関川　赳功 とこはＳＳ 小6
ｾｷｶﾜ ﾀｹﾉﾘ ﾄｺﾊSS    36.36 (  0.70)

32 10/9 東  京 廣澤　伶於 ロンド東村山 小6
ﾋﾛｻﾜ ﾚｵ ﾛﾝﾄﾞHGM    36.60 (  0.66)

33 11/1 愛  知 キクチレオ 名鉄ＳＳ半田 小6
ｷｸﾁ ﾚｵ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    36.68 (  0.84)

34 11/2 長  野 堀内　晴翔 ＳＡＭ長野 小5
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾄ SAMﾅｶﾞﾉ    36.73 (  0.59)

35 10/1 福  岡 梶村　宜杜 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ久留 小5
ｶｼﾞﾑﾗ ﾉﾘﾄ BSｸﾙﾒ    36.74 (  0.62)

36 11/9 和歌山 本多　大空 ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 小6
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸ ﾊﾟﾙｵｵﾀ    36.86 (  0.63)

37 12/9 東  京 滝沢　知哉 三菱養和ＳＳ 小5
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    36.91 (  0.62)

38 10/5 静  岡 二川目　蓮 磐田カルチャ 小6
ﾌﾀｶﾜﾒ ﾚﾝ ｲﾜﾀｶﾙﾁｬｰ    37.01 (  0.70)

39 11/7 愛  知 屋敷　哲平 名鉄ＳＳ刈谷 小6
ﾔｼｷ ﾃｯﾍﾟｲ ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ    37.02 (  0.61)

40 7/6 佐  賀 草場　大地 アクセス佐賀 小6
ｸｻﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ ｱｸｾｽｻｶﾞ    37.09 (  0.62)

41 9/9 神奈川 原田　大夢 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小5
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾑ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ    37.14 (  0.61)

42 7/1 和歌山 婦木　寛太 ＭＳＣ 小6
ﾌｷ ｶﾝﾀ MSC    37.23 (  0.61)

43 5/8 福  岡 井上　　源 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ久留 小6
ｲﾉｳｴ ｹﾞﾝ BSｸﾙﾒ    37.24 (  0.67)

44 10/3 愛  知 紀　　睿彦 ビート天白 小6
ｷ ｴｲﾋｺ ﾋﾞｰﾄﾃﾝﾊﾟ    37.25 (  0.59)

45 11/6 東  京 竹内　海琉 I.S.F 小6
ﾀｹｳﾁ ｶｲﾙ I.S.F    37.29 (  0.70)
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46 8/0 東  京 紅露　ルイ 東京ＳＣ 小5
ｺｵﾛ ﾙｲ ﾄｳｷｮｳSC    37.37 (  0.63)

47 10/6 東  京 十時　颯大 ミミＳＣ品川 小6
ﾄﾄｷ ｿｳﾀ ﾐﾐSC    37.44 (  0.66)

48 13/9 東  京 長川　世梛 マリン舎人 小6
ﾅｶﾞｶﾜ ｾﾅ ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ    37.56 (  0.64)

49 7/9 宮  崎 弓場　　堅 BIG宮崎 小6
ﾕﾐﾊﾞ ｹﾝ BIGﾐﾔｻﾞｷ    37.59 (  0.53)

50 8/2 三  重 鈴木　康太 海山ＳＣ 小6
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ ﾐﾔﾏSC    37.69 (  0.63)

51 9/1 愛  知 松井　航大 RSケーニーズ 小6
ﾏﾂｲ ｺｳﾀ RSｹｰﾆｰｽﾞ    37.82 (  0.74)

52 8/3 兵  庫 西村　　零 塚口ＳＳ 小5
ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ ﾂｶｸﾞﾁSS    37.84 (  0.63)

53 10/7 静  岡 辻村　謙斗 ハマスポ 小6
ﾂｼﾞﾑﾗ ｹﾝﾄ ﾊﾏｽﾎﾟ    37.97 (  0.60)

54 10/0 岐  阜 西尾　大槻 岐阜西ＳＣ 小6
ﾆｼｵ ﾋﾛｷ ｷﾞﾌﾆｼsc    37.98 (  0.71)

55 5/2 東  京 水野　朔弥 I.S.F 小6
ﾐｽﾞﾉ ｻｸﾔ I.S.F    37.99 (  0.67)

56 5/5 東  京 中村　孔信 東京ＳＣ 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾄｳｷｮｳSC    38.03 (  0.61)

56 10/8 福  井 彌氏　佑心 金井学園ＳＣ 小5
ﾔｳｼﾞ ﾕｳｼﾝ ｶﾅｲｶﾞｸｴﾝ    38.03 (  0.67)

58 7/3 兵  庫 杉本　和真 塚口ＳＳ 小6
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ﾂｶｸﾞﾁSS    38.08 (  0.63)

59 6/5 愛  知 佐藤　亨祐 ＫＬ春日井 小6
ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ KLｶｽｶﾞｲ    38.12 (  0.61)

60 8/9 福  岡 中村　颯汰 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 小5
ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ WE-SC    38.17 (  0.74)
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61 9/2 愛  知 鵜飼　柊冴 Ｖトピア小牧 小6
ｳｶｲ ｼｮｳｺﾞ VKSｺﾏｷ    38.18 (  0.62)

61 11/0 愛  知 上村　海斗 岡崎竜城SC南 小6
ｳｴﾑﾗ ｶｲﾄ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    38.18 (  0.67)

63 3/2 茨  城 大森　悠介 ＳＡ水戸 小6
ｵｵﾓﾘ ﾕｳｽｹ SAﾐﾄ    38.30 (  0.77)

64 8/8 静  岡 坂岡　來夢 Ｔ‐１２３ 小6
ｻｶｵｶ ﾗﾑ T-123    38.37 (  0.67)

65 2/8 東  京 髙本　　亮 東京ＳＣ 小4
ﾀｶﾓﾄ ﾘｮｳ ﾄｳｷｮｳSC    38.39 (  0.62)

65 6/4 愛  知 青山　陽斗 西尾ＤＳＣ 小5
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾄ ﾆｼｵDSC    38.39 (  0.78)

67 2/3 愛  知 加藤　聖也 パル６・３ 小6
ｶﾄｳ ｾｲﾔ ﾊﾟﾙ6･3    38.41 (  0.77)

68 11/8 三  重 菅田　大翔 津トップＳＣ 小6
ｽｶﾞﾀ ﾋﾛﾄ ﾂﾄｯﾌﾟSC    38.48 (  0.68)

69 4/7 神奈川 三川　慧斗 チャンピオン 小5
ﾐｶﾜ ｹｲﾄ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ    38.53 (  0.63)

70 6/0 山  梨 宿澤　遼太 Sports1塩山 小6
ｼｭｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ S-1ｴﾝｻﾞﾝ    38.54 (  0.71)

71 9/5 福  岡 島添　泰人 ＫＳＧ柳川 小5
ｼﾏｿﾞｴ ﾀｲﾄ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    38.58 (  0.65)

72 2/9 愛  知 岡田　爽良 岡崎竜城ＳＣ 小5
ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ    38.68 (  0.68)

73 5/9 千  葉 阿部陽太朗 ＥＡＳＴ 小6
ｱﾍﾞ ﾖｳﾀﾛｳ EAST    38.69 (  0.66)

74 1/3 長  野 内藤　文太 ＳＡＭ中央 小6
ﾅｲﾄｳ ﾌﾞﾝﾀ ｻﾑﾁｭｳｵｳ    38.76 (  0.64)

75 4/2 静  岡 近田　健太 とこはＳＳ 小5
ﾁｶﾀﾞ ｹﾝﾀ ﾄｺﾊSS    38.78 (  0.66)
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76 7/4 静  岡 鈴木　咲陽 磐田カルチャ 小6
ｽｽﾞｷ ｻｸﾋﾛ ｲﾜﾀｶﾙﾁｬｰ    38.80 (  0.59)

77 8/7 神奈川 渡邊　優輝 ニスポ元住吉 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ    38.85 (  0.69)

78 3/3 愛  知 後藤　巴志 RSケーニーズ 小6
ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾕｷ RSｹｰﾆｰｽﾞ    38.89 (  0.72)

78 5/0 東  京 山口　大耀 新代田ＳＳ 小5
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ ｼﾝﾀﾞｲﾀSS    38.89 (  0.68)

80 8/1 茨  城 宮脇　　渉 あかやまＳＳ 小6
ﾐﾔﾜｷ ﾜﾀﾙ ｱｶﾔﾏSS    38.93 (  0.67)

81 7/8 島  根 梶村　涼太 ＳＳ安来 小6
ｶｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾀ SSﾔｽｷﾞ    38.94 (  0.70)

82 9/6 福  井 和田　穂高 そうごＳＣ 小6
ﾜﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ ｿｳｺﾞｽｲ    38.96 (  0.65)

83 8/6 大  阪 山本　真暉 サンタマリア 小5
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷ ｻﾝﾀﾏﾘｱSS    38.98 (  0.62)

84 7/5 愛  知 三浦　幸大 ＪＳＳ比良 小5
ﾐｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ JSSﾋﾗ    38.99 (  0.67)

85 1/4 東  京 内田　智悠 成増ロンド 小5
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ    39.04 (  0.66)

86 2/6 富  山 北島駿乃介 ＩＯＸ 小6
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝﾉｽｹ IOX    39.06 (  0.80)

87 9/7 東  京 大塚　滉太 マリン西新井 小4
ｵｵﾂｶ ｺｳﾀ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ    39.08 (  0.67)

88 1/5 愛  知 二村　颯希 平針ＳＳ 小6
ﾌﾀﾑﾗ ｻﾂｷ ﾋﾗﾊﾞﾘSS    39.09 (  0.77)

89 3/5 愛  知 蘇　　勉潤 ＳＳＣ岡崎 小5
ｿ ﾍﾞﾝｼﾞｭﾝ SSCｵｶｻﾞｷ    39.10 (  0.71)

90 4/0 静  岡 坂井　希夢 とこはＳＳ 小5
ｻｶｲ ﾉｿﾞﾑ ﾄｺﾊSS    39.12 (  0.66)
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91 6/7 静  岡 鈴木慎二郎 深谷ＳＣ浜松 小4
ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞﾛｳ FSCﾊﾏﾏﾂ    39.14 (  0.60)

91 7/0 東  京 小笠原和持 ミ-ズクラブ 小6
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾁ ﾐ-ｽﾞｸﾗﾌﾞ    39.14 (  0.56)

93 1/6 愛  知 小澤　壮斗 岡崎竜城SC南 小6
ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾄ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    39.15 (  0.58)

94 6/2 三  重 越山　颯波 桑名ＳＳ 小6
ｺｼﾔﾏ ｿｳﾊ ｸﾜﾅSS    39.23 (  0.62)

95 1/2 愛  知 藤井　　漣 ｲﾄﾏﾝ春日井 小5
ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    39.27 (  0.63)

96 8/5 和歌山 藤本　乃醐 パル紀の川 小6
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ    39.35 (  0.66)

97 4/1 愛  知 藤原　大希 名鉄Ｓ新瀬戸 小5
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲｷ ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ    39.40 (  0.59)

98 6/9 長  野 浅野　　陸 ＡＦＡＳ伊南 小6
ｱｻﾉ ﾘｸ AFASｲﾅﾝ    39.41 (  0.87)

99 5/1 愛  知 西村　有生 稲沢ＳＳ 小5
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｾｲ ｲﾅｻﾞﾜSS    39.42 (  0.57)

100 4/8 和歌山 木下　来希 ADむそたSC 小5
ｷﾉｼﾀ ﾗｲｷ ADﾑｿﾀSC    39.52 (  0.54)

101 5/4 愛  知 近藤　　勇 豊橋ＳＳ 小6
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ ﾄﾖﾊｼSS    39.55 (  0.66)

102 4/4 神奈川 白石　　幹 ニスポ元住吉 小3
ｼﾗｲｼ ﾐｷ ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ    39.61 (  0.64)

103 2/4 愛  知 林　　宏透 名鉄ＳＳ岩倉 小5
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾄ ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ    39.62 (  0.66)

104 12/3 東  京 根方吾士基 ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ 小5
ﾈｶﾞﾀ ｺﾞｼｷ ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ    39.69 (  0.66)

105 5/3 静  岡 川本　拓杜 グリーン高台 小6
ｶﾜﾓﾄ ﾀｸﾄ ｸﾞﾘｰﾝT    39.72 (  0.63)
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106 2/0 三  重 小野　道風 津トップＳＣ 小6
ｵﾉ ﾐﾁｶｾﾞ ﾂﾄｯﾌﾟSC    39.75 (  0.61)

107 7/2 和歌山 古澤　佑樹 パルワカヤマ 小6
ﾌﾙｻﾜ ﾕｳｷ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ    39.78 (  0.63)

108 2/1 三  重 渡辺　莉玖 コモノＳＳ 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ ｺﾓﾉSS    39.81 (  0.64)

109 6/6 静  岡 鈴木　一平 グリーン高台 小6
ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ ｸﾞﾘｰﾝT    39.84 (  0.65)

110 7/7 長  野 市村　　然 ナガデン長野 小6
ｲﾁﾑﾗ ｾﾞﾝ ﾅｶﾞﾃﾞﾝ    39.86 (  0.66)

111 2/5 石  川 宇田　直史 金沢SC小立野 小5
ｳﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ ｶﾅｻﾞﾜSCｺ    39.88 (  0.63)

112 2/7 愛  知 倉橋　吾侑 岡崎竜城ＳＣ 小6
ｸﾗﾊｼ ｺﾞｳ ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ    39.89 (  0.72)

112 5/6 静  岡 田中明日真 島田チャンプ 小5
ﾀﾅｶ ｱｽﾏ ｼﾏﾀﾞﾁｬﾝﾌ    39.89 (  0.58)

114 9/3 愛  知 永坂　崇柾 碧南ＳＳ 小6
ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｾｲ ﾍｷﾅﾝSS    39.93 (  0.80)

115 3/7 静  岡 西原　楓太 ビクトリー 小6
ﾆｼﾊﾗ ﾌｳﾀ ﾋﾞｸﾄﾘｰ    40.11 (  0.69)

116 9/0 静  岡 宮崎　緒里 浜名湖ＳＳ 小4
ﾐﾔｻﾞｷ ｲｵﾘ ﾊﾏﾅｺSS    40.12 (  0.71)

117 4/6 静  岡 石田　　響 ＢＩＧ棒屋 小5
ｲｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ BIGﾎﾞｳﾔ    40.15 (  0.61)

118 4/5 山  梨 小林　良輔 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲府 小6
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ ﾌﾞﾙｰｺｳﾌ    40.18 (  0.65)

119 3/9 静  岡 島尻　琉聖 深谷ＳＣ浜松 小6
ｼﾏｼﾞﾘ ﾘｭｳｾｲ FSCﾊﾏﾏﾂ    40.20 (  0.67)

120 4/9 三  重 村木　優斗 四日市ＳＣ 小6
ﾑﾗｷ ﾕｳﾄ ﾖｯｶｲﾁSC    40.22 (  0.66)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     31.19
競技No. : 46 男子   50m 平泳ぎ 予選

大会記録     32.68

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

121 8/4 茨  城 秋庭　聡大 あかやまＳＳ 小6
ｱｷﾊﾞ ｿｳﾀ ｱｶﾔﾏSS    40.28 (  0.69)

122 6/3 静  岡 知念　稟大 とこはＳＳ 小5
ﾁﾈﾝ ﾘｵ ﾄｺﾊSS    40.38 (  0.66)

123 4/3 富  山 佐伯　瞬司 ＳＡ小矢部 小6
ｻｴｷ ｼｭﾝｼﾞ SAｵﾔﾍﾞ    40.44 (  0.75)

124 10/2 愛  知 近藤　優貴 ｾﾝﾄﾗﾙ大曽根 小5
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ ｾﾝﾄﾗﾙｵｵｿ    40.58 (  0.59)

125 2/2 静  岡 中村　海翔 ＢＩＧ棒屋 小6
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ BIGﾎﾞｳﾔ    40.80 (  0.68)

126 6/1 愛  知 山田　仁太 Ｖトピア小牧 小6
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞﾝﾀ VKSｺﾏｷ    40.87 (  0.66)

127 6/8 長  野 清澤　龍翔 ＳＡＭ中央 小4
ｷﾖｻﾜ ﾘｭｳﾄ ｻﾑﾁｭｳｵｳ    40.92 (  0.68)

128 5/7 神奈川 光﨑　太郎 ニスポ元住吉 小6
ﾐﾂｻﾞｷ ﾀﾛｳ ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ    40.95 (  0.75)

129 3/4 長  野 佐山　　廉 ＡＦＡＳ伊南 小5
ｻﾔﾏ ﾚﾝ AFASｲﾅﾝ    41.07 (  0.63)

130 3/1 愛  知 濱口　　慧 ビート守山 小6
ﾊﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾙ BEATﾓﾘﾔﾏ    41.16 (  0.69)

131 3/6 愛  知 大畑　光輝 ＢＩＧ東海 小6
ｵｵﾊﾀ ﾐﾂｷ BIGﾄｳｶｲ    41.22 (  0.86)

132 3/0 静  岡 髙部　知明 グリーン佐鳴 小6
ﾀｶﾍﾞ ﾄﾓｱｷ ｸﾞﾘｰﾝ.S    41.41 (  0.66)

3/8 愛  知 佐藤　颯人 イトマン中村 小5
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 棄権

9/8 茨  城 永嶋　一吹 ささはら塾 小6
ﾅｶﾞｼﾏ ｲﾌﾞｷ ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ 棄権

10/4 静  岡 玉澤　羽琉 グリーン高台 小6
ﾀﾏｻﾞﾜ ﾊﾙ ｸﾞﾘｰﾝT 棄権
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   2:05.78
競技No. : 47 女子  200m 自由形 Ｂ決勝
競技No. : 25 大会記録   2:08.14

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

1 1/5 滋  賀 嶋田　れい イトマン大津 小6
ｼﾏﾀﾞ ﾚｲ ｲﾄﾏﾝｵｵﾂ  2:15.99 (  0.69)

31.32 1:05.97 1:41.68

2 1/3 埼  玉 車田　菜月 東川口SC 小6
ｸﾙﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾋｶﾞｼｶﾜSC  2:16.98 (  0.73)

31.34 1:06.11 1:41.73

3 1/7 東  京 竹澤　芦奈 東京ＳＣ 小6
ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ ﾄｳｷｮｳSC  2:18.57 (  0.69)

31.20 1:06.07 1:42.92

4 1/6 愛  知 坂本　真白 ｲﾄﾏﾝ春日井 小6
ｻｶﾓﾄ ﾏｼﾛ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ  2:18.64 (  0.64)

31.92 1:07.08 1:43.24

5 1/2 滋  賀 西田　美優 イトマン近江 小6
ﾆｼﾀﾞ ﾐﾕ ｲﾄﾏﾝｵｳﾐ  2:18.70 (  0.73)

32.09 1:07.49 1:43.50

6 1/4 静  岡 近藤　彩芽 島田チャンプ 小6
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾒ ｼﾏﾀﾞﾁｬﾝﾌ  2:19.12 (  0.68)

31.27 1:06.45 1:42.71

7 1/1 福  井 佐藤　路望 W.L南条 小6
ｻﾄｳ ﾛﾐ WLﾅﾝｼﾞｮｳ  2:21.53 (  0.71)

32.74 1:08.48 1:45.54

8 1/8 東  京 村松　愛梨 三菱養和ＳＳ 小6
ﾑﾗﾏﾂ ｱｲﾘ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ  2:23.26 (  0.77)

31.47 1:08.01 1:46.14
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.11
競技No. : 48 男子  200m 自由形 Ｂ決勝
競技No. : 26 大会記録   2:01.19

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

1 1/6 愛  知 菱川　　槙 みなとＳＳ 小6
ﾋｼｶﾜ ﾏｷ ﾐﾅﾄSS  2:09.28 (  0.60)

29.64 1:02.14 1:36.55

2 1/4 愛  媛 青野　　空 ＭＧ双葉 小6
ｱｵﾉ ｿﾗ MGﾌﾀﾊﾞ  2:12.61 (  0.57)

30.04 1:03.41 1:38.41

3 1/3 佐  賀 橋本　輝仁 ようどう館佐 小6
ﾊｼﾓﾄ ﾃﾙﾋﾄ ﾖｳﾄﾞｳｶﾝｻ  2:13.20 (  0.72)

30.41 1:04.97 1:39.99

4 1/7 静  岡 秋定　侑汰 グランツ 小6
ｱｷｻﾀﾞ ﾕｳﾀ ｸﾞﾗﾝﾂ  2:14.37 (  0.63)

30.93 1:05.53 1:41.16

5 1/2 鹿児島 江﨑　侑聖 Ｋｉｔ 小6
ｴｻﾞｷ ﾕｳｾｲ kit  2:14.44 (  0.64)

30.44 1:04.39 1:40.27

6 1/5 大  阪 伊東　克真 ＳＡ今川 小6
ｲﾄｳ ｶﾂﾏ SAｲﾏｶﾞﾜ  2:14.82 (  0.65)

30.96 1:04.92 1:40.34

7 1/1 東  京 八木　太一 東京ＳＣ 小6
ﾔｷﾞ ﾀｲﾁ ﾄｳｷｮｳSC  2:15.55 (  0.65)

30.63 1:04.98 1:40.41

8 1/8 東  京 刈谷　　守 東京ＳＣ 小6
ｶﾘﾔ ﾏﾓﾙ ﾄｳｷｮｳSC  2:17.75 (  0.52)

31.11 1:06.42 1:42.81
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   2:05.78
競技No. : 49 女子  200m 自由形 Ａ決勝
競技No. : 25 大会記録   2:08.14

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

1 1/4 静  岡 佐藤　　麗 RSC富士 小6
ｻﾄｳ ｳﾗﾗ RSCﾌｼ  2:12.59 (  0.69)

30.17 1:02.93 1:37.84

2 1/7 愛  知 後藤　梨子 アシスト蟹江 小6
ｺﾞﾄｳ ﾘｺ ｱｼｽﾄｶﾆｴ  2:13.75 (  0.68)

31.05 1:05.14 1:40.05

3 1/5 神奈川 重田　真依 チャンピオン 小6
ｼｹﾞﾀ ﾏｲ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ  2:13.81 (  0.66)

31.27 1:05.10 1:39.75

4 1/3 長  崎 前川　結衣 ビート相浦 小6
ﾏｴｶﾜ ﾕｲ ﾋﾞｰﾄｱｲﾉｳ  2:14.06 (  0.76)

30.74 1:04.44 1:39.15

5 1/8 富  山 別本あずさ オーパス高岡 小6
ﾍﾞﾂﾓﾄ ｱｽﾞｻ ｵｰﾊﾟｽSC  2:15.64 (  0.65)

31.02 1:05.28 1:40.59

6 1/6 愛  媛 髙田　夏帆 ＭＧ双葉 小6
ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ MGﾌﾀﾊﾞ  2:15.84 (  0.68)

30.26 1:04.51 1:40.07

7 1/1 愛  媛 文田　愛心 ＭＧ瀬戸内 小6
ﾌﾞﾝﾀﾞ ﾏﾅﾐ MGｾﾄｳﾁ  2:16.45 (  0.77)

31.47 1:06.47 1:41.83

8 1/2 東  京 岡沢優里奈 三菱養和ＳＳ 小6
ｵｶｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ  2:17.75 (  0.68)

31.58 1:07.02 1:42.71
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.11
競技No. : 50 男子  200m 自由形 Ａ決勝
競技No. : 26 大会記録   2:01.19

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

1 1/4 愛  知 鈴木　崇弘 豊橋ＳＳ 小6
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ﾄﾖﾊｼSS  2:06.06 (  0.80)

29.28 1:01.78 1:34.10

2 1/5 埼  玉 神場　一樹 おざわＳＳ 小6
ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ ｵｻﾞﾜSS  2:09.46 (  0.62)

29.02 1:02.26 1:35.96

3 1/3 神奈川 齋藤　　龍 神奈中ＳＳ 小6
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ ｶﾅﾁｭｳSS  2:09.78 (  0.62)

29.99 1:03.03 1:36.95

4 1/2 愛  知 竹内　大輔 ＢＯＸ豊川 小6
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ BOXﾄﾖｶﾜ  2:09.85 (  0.71)

30.56 1:04.04 1:37.66

5 1/6 佐  賀 歌野原誠仁 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島 小6
ｳﾀﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ BSﾅﾍﾞｼﾏ  2:11.81 (  0.68)

29.99 1:03.39 1:37.65

6 1/1 和歌山 山口　新太 パル紀の川 小6
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾗﾀ ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ  2:12.11 (  0.69)

29.33 1:02.05 1:37.18

7 1/8 埼  玉 丹野　義大 東川口SC 小6
ﾀﾝﾉ ﾄﾓﾊﾙ ﾋｶﾞｼｶﾜSC  2:13.27 (  0.75)

30.69 1:04.32 1:39.35

8 1/7 和歌山 横山　　蒼 パルワカヤマ 小6
ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ  2:13.34 (  0.72)

29.40 1:02.93 1:38.50
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     29.17
競技No. : 51 女子   50m 背泳ぎ Ｂ決勝
競技No. : 27 大会記録     29.91

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/4 東  京 清水さやか HIRO’S 小4
ｼﾐｽﾞ ｻﾔｶ ﾁｰﾑﾋｰﾛｰｽ    33.08 (  0.53)

2 1/2 福  岡 松藤　帆美 ＫＳＧ柳川 小4
ﾏﾂﾌｼﾞ ﾎﾉﾐ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    33.11 (  0.61)

3 1/5 福  岡 亀崎　愛海 ＫＳＧ柳川 小6
ｶﾒｻﾞｷ ｱｲﾐ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    33.25 (  0.58)

4 1/1 愛  知 小原みなみ 岡崎竜城SC南 小6
ｵﾊﾗ ﾐﾅﾐ ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ    33.74 (  0.57)

5 1/7 静  岡 宮下　弥優 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕｳ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    33.80 (  0.54)

6 1/8 静  岡 乗松咲矢香 エスポ袋井 小6
ﾉﾘﾏﾂ ｻﾔｶ ｴｽﾎﾟﾌｸﾛｲ    33.82 (  0.64)

7 1/3 長  崎 渕上　真奈 ＩＳＳ諫早 小6
ﾌﾁｶﾞﾐ ﾏﾅ ISSｲｻﾊﾔ    34.01 (  0.63)

8 1/6 和歌山 榎本　裕月 ADカツラギSS 小6
ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ ADｶﾂﾗｷﾞ    34.12 (  0.56)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     28.19
競技No. : 52 男子   50m 背泳ぎ Ｂ決勝
競技No. : 28 大会記録     29.36

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/4 東  京 柳内　大流 東京ＳＣ 小6
ﾔﾅｳﾁ ﾀﾞｲﾙ ﾄｳｷｮｳSC    32.93 (  0.55)

2 1/3 島  根 橋本　　東 平田ＳＳ 小6
ﾊｼﾓﾄ ｱｽﾞﾏ ﾋﾗﾀSS    32.95 (  0.52)

3 1/6 東  京 刈谷　　守 東京ＳＣ 小6
ｶﾘﾔ ﾏﾓﾙ ﾄｳｷｮｳSC    33.41 (  0.58)

4 1/5 茨  城 稲垣　翔太 あかやまＳＳ 小6
ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳﾀ ｱｶﾔﾏSS    33.47 (  0.65)

5 1/1 鹿児島 中村　直暉 原田学園ＳＳ 小6
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ ﾊﾗﾀﾞSS    33.74 (  0.58)

6 1/8 埼  玉 富所　祐太 東川口SC 小6
ﾄﾄﾞｺﾛ ﾕｳﾀ ﾋｶﾞｼｶﾜSC    33.80 (  0.60)

7 1/7 千  葉 北田　捷人 ＥＡＳＴ 小5
ｷﾀﾀﾞ ﾊﾔﾄ EAST    33.88 (  0.65)

8 1/2 三  重 後藤　恵友 桑名ＳＳ 小6
ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ ｸﾜﾅSS    33.94 (  0.69)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     29.17
競技No. : 53 女子   50m 背泳ぎ Ａ決勝
競技No. : 27 大会記録     29.91

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/5 鳥  取 上杉　　凛 ＪＳＳ米子 小6
ｳｴｽｷﾞ ﾘﾝ JSSﾖﾅｺﾞ    31.56 (  0.59)

2 1/4 神奈川 岩崎　真依 ATSC.YW 小6
ｲﾜｻｷ ﾏｲ ATSC.YW    32.37 (  0.58)

3 1/3 大  阪 森下　　楓 岸和田ＳＳ 小6
ﾓﾘｼﾀ ｶｴﾃﾞ ｷｼﾜﾀﾞSS    32.68 (  0.60)

4 1/2 茨  城 武田　蒼依 あかやまＳＳ 小6
ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ ｱｶﾔﾏSS    32.72 (  0.61)

5 1/6 福  岡 壹岐ひなた 桜泳大牟田SS 小6
ｲｷ ﾋﾅﾀ ｵｳｴｲｵｵﾑﾀ    32.82 (  0.58)

6 1/7 鹿児島 下村　優紀 メルヘン川内 小6
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ ﾒﾙﾍﾝｾﾝﾀﾞ    32.98 (  0.67)

7 1/1 富  山 西塔　柚琶 ＳＡ魚津 小6
ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾊ SAｳｵﾂﾞ    33.10 (  0.63)

8 1/8 静  岡 鈴木　佑彩 浜名湖ＳＳ 小5
ｽｽﾞｷ ﾕｲ ﾊﾏﾅｺSS    33.19 (  0.56)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     28.19
競技No. : 54 男子   50m 背泳ぎ Ａ決勝
競技No. : 28 大会記録     29.36

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/4 愛  知 鈴木　崇弘 豊橋ＳＳ 小6
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ﾄﾖﾊｼSS    30.18 (  0.61)

2 1/3 東  京 神棒　悠音 ミミＳＣ品川 小6
ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾐﾐSC    30.22 (  0.55)

3 1/5 神奈川 佐藤　祥吾 ニスポ元住吉 小6
ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ    30.87 (  0.63)

4 1/1 愛  知 栗原　修司 ＫＬ春日井 小6
ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ KLｶｽｶﾞｲ    31.81 (  0.57)

5 1/7 福  岡 西田　瑞稀 ＫＳＧ柳川 小5
ﾆｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ KSGﾔﾅｶﾞﾜ    32.69 (  0.50)

6 1/6 神奈川 杉山　陽紀 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小5
ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ    32.75 (  0.60)

7 1/2 埼  玉 池田　侑生 WING 小6
ｲｹﾀﾞ ﾕｳ WING    32.76 (  0.58)

8 1/8 愛  知 原田　拓弥 名鉄Ｓ新瀬戸 小6
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ    32.81 (  0.62)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     27.95
競技No. : 55 女子   50m バタフライ Ｂ決勝
競技No. : 29 大会記録     28.92

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/4 愛  知 小寺　花南 みなとＳＳ 小6
ｺﾃﾞﾗ ﾊﾅ ﾐﾅﾄSS    30.24 (  0.67)

2 1/3 静  岡 水上　璃乃 ＪＳＳ磐田 小6
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾉ JSSｲﾜﾀ    30.47 (  0.64)

3 1/2 静  岡 後藤　里珠 とこはＳＳ 小6
ｺﾞﾄｳ ﾘｽﾞ ﾄｺﾊSS    30.76 (  0.67)

4 1/6 神奈川 宇野　海音 林水泳教室 小6
ｳﾉ ｱﾏﾈ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    30.89 (  0.69)

5 1/7 佐  賀 坂本カリナ ようどう館大 小6
ｻｶﾓﾄ ｶﾘﾅ ﾖｳﾄﾞｳｶﾝﾔ    30.94 (  0.71)

6 1/8 愛  知 浅野　真愛 ＫＬ春日井 小6
ｱｻﾉ ﾏﾅ KLｶｽｶﾞｲ    31.04 (  0.64)

7 1/5 静  岡 椿　　桃華 グランツ 小6
ﾂﾊﾞｷ ﾓﾓｶ ｸﾞﾗﾝﾂ    31.16 (  0.80)

8 1/1 神奈川 瀧　　暁音 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小6
ﾀｷ ｱｶﾈ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ    32.10 (  0.82)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.51
競技No. : 56 男子   50m バタフライ Ｂ決勝
競技No. : 30 大会記録     27.12

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/3 愛  知 藤森　聡太 ＢＩＧアミ 小6
ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ BIGｱﾐ    29.85 (  0.63)

2 1/2 佐  賀 波多　陸翔 ビート唐津 小6
ﾊﾀ ﾘｸﾄ ﾋﾞｰﾄｶﾗﾂ    29.97 (  0.59)

3 1/1 静  岡 齋藤　健太 ハマスポ 小6
ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ ﾊﾏｽﾎﾟ    30.04 (  0.65)

4 1/6 兵  庫 友定　孝之 アルゴニスポ小野 小6
ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ    30.11 (  0.62)

5 1/4 愛  知 川田　翔愛 Ｖトピア一宮 小6
ｶﾜﾀ ｼｮｳﾏ VSCｲﾁﾉﾐﾔ    30.32 (  0.65)

6 1/8 愛  知 清水　遥喜 名鉄ＳＳ刈谷 小6
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ    30.43 (  0.65)

7 1/5 愛  知 犬飼　智也 ＪＳＳ中川 小6
ｲﾇｶｲ ﾄﾓﾔ JSSﾅｶｶﾞﾜ    30.45 (  0.64)

8 1/7 富  山 森　　祐太 オーパス高岡 小6
ﾓﾘ ﾕｳﾀ ｵｰﾊﾟｽSC    30.62 (  0.68)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     27.95
競技No. : 57 女子   50m バタフライ Ａ決勝
競技No. : 29 大会記録     28.92

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/4 富  山 中嶋　　碧 ナントＳＣ 小6
ﾅｶｼﾏ ｱｵ ﾅﾝﾄSC    28.61 大会新 (  0.67)

2 1/5 東  京 長谷明日香 東京ＳＣ 小6
ﾊｾ ｱｽｶ ﾄｳｷｮｳSC    29.21 (  0.70)

3 1/6 愛  知 鈴木　沙都 ビート守山 小6
ｽｽﾞｷ ｻﾄ BEATﾓﾘﾔﾏ    29.83 (  0.67)

4 1/3 愛  知 吉田　奏来 ビート守山 小6
ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ BEATﾓﾘﾔﾏ    29.90 (  0.65)

5 1/7 神奈川 ジーベイ海陽 林水泳教室 小6
ｼﾞｰﾍﾞｲ ｶｲﾗ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    30.07 (  0.67)

6 1/8 茨  城 杉山　智咲 あかやまＳＳ 小6
ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ ｱｶﾔﾏSS    30.23 (  0.63)

7 1/1 愛  知 野末　栞菜 豊橋ＳＳ 小6
ﾉｽﾞｴ ｶﾝﾅ ﾄﾖﾊｼSS    30.48 (  0.70)

8 1/2 福  岡 池田　莉央 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ八女 小5
ｲｹﾀﾞ ﾘｵ BSﾔﾒ    31.11 (  0.66)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.51
競技No. : 58 男子   50m バタフライ Ａ決勝
競技No. : 30 大会記録     27.12

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/5 愛  知 杉浦　征典 名鉄ＳＳ半田 小6
ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    28.20 (  0.72)

2 1/4 富  山 高田　潤也 富山ＳＣ 小6
ﾀｶﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ    28.44 (  0.71)

3 1/6 東  京 塩田　直也 東京ＳＣ 小6
ｼｵﾀ ﾅｵﾔ ﾄｳｷｮｳSC    28.73 (  0.68)

4 1/3 東  京 河井　桜輔 東京ＳＣ 小6
ｶﾜｲ ｵｳｽｹ ﾄｳｷｮｳSC    28.80 (  0.62)

5 1/7 愛  知 清田　悠生 パル知立 小6
ｷﾖﾀ ﾕｳ ﾊﾟﾙﾁﾘｭｳ    28.82 (  0.61)

6 1/1 茨  城 松井　一樹 ささはら塾 小6
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ    29.46 (  0.62)

7 1/2 埼  玉 吉田　　成 愛徳SS 小6
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ ｱｲﾄｸSS    29.58 (  0.70)

8 1/8 静  岡 平岡　大河 アケアクラブ 小6
ﾋﾗｵｶ ﾀｲｶﾞ ｱｹｱｸﾗﾌﾞ    29.91 (  0.70)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 59 女子   50m 自由形 Ｂ決勝
競技No. : 31 大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/4 滋  賀 嶋田　れい イトマン大津 小6
ｼﾏﾀﾞ ﾚｲ ｲﾄﾏﾝｵｵﾂ    28.81 (  0.66)

2 1/5 静  岡 近藤　彩芽 島田チャンプ 小6
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾒ ｼﾏﾀﾞﾁｬﾝﾌ    29.19 (  0.68)

3 1/6 東  京 渡邉　　桜 コナミ船堀 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    29.33 (  0.73)

4 1/2 愛  知 坂本　真白 ｲﾄﾏﾝ春日井 小6
ｻｶﾓﾄ ﾏｼﾛ ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ    29.45 (  0.60)

5 1/3 神奈川 ジーベイ海陽 林水泳教室 小6
ｼﾞｰﾍﾞｲ ｶｲﾗ ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ    29.49 (  0.62)

6 1/8 東  京 須藤　　花 ロンド東村山 小6
ｽﾄｳ ﾊﾅ ﾛﾝﾄﾞHGM    29.81 (  0.69)

7 1/7 滋  賀 河原崎來々琉 ｺﾊﾟﾝ近江八幡 小6
ｶﾜﾊﾗｻｷ ｸｸﾙ ｺﾊﾟﾝｵｳﾐ    29.88 (  0.67)

8 1/1 静  岡 宮下　弥優 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕｳ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    30.02 (  0.63)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     24.85
競技No. : 60 男子   50m 自由形 Ｂ決勝
競技No. : 32 大会記録     26.27

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/6 東  京 塩田　直也 東京ＳＣ 小6
ｼｵﾀ ﾅｵﾔ ﾄｳｷｮｳSC    27.85 (  0.69)

2 1/4 東  京 河井　桜輔 東京ＳＣ 小6
ｶﾜｲ ｵｳｽｹ ﾄｳｷｮｳSC    27.89 (  0.69)

3 1/5 富  山 高田　潤也 富山ＳＣ 小6
ﾀｶﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ    27.93 (  0.70)

4 1/3 埼  玉 吉田　　成 愛徳SS 小6
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ ｱｲﾄｸSS    28.33 (  0.70)

5 1/7 佐  賀 橋本　輝仁 ようどう館佐 小6
ﾊｼﾓﾄ ﾃﾙﾋﾄ ﾖｳﾄﾞｳｶﾝｻ    28.58 (  0.75)

6 1/2 三  重 宮本　晄希 津トップＳＣ 小6
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ ﾂﾄｯﾌﾟSC    28.62 (  0.63)

7 1/1 大  阪 富谷　弦隆 ＨＯＳ小阪 小6
ﾄﾐﾔ ｹﾞﾝﾘｭｳ HOSｺｻｶ    28.69 (  0.60)

8 1/8 鹿児島 西村　昊晟 ジェル鹿児島 小6
ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ ｼﾞｪﾙｶｺﾞ    28.88 (  0.79)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     26.56
競技No. : 61 女子   50m 自由形 Ａ決勝
競技No. : 31 大会記録     27.17

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/4 東  京 長谷明日香 東京ＳＣ 小6
ﾊｾ ｱｽｶ ﾄｳｷｮｳSC    27.81 (  0.68)

2 1/5 福  岡 壹岐ひなた 桜泳大牟田SS 小6
ｲｷ ﾋﾅﾀ ｵｳｴｲｵｵﾑﾀ    28.40 (  0.66)

3 1/6 静  岡 野崎　由夏 焼津チャンプ 小6
ﾉｻﾞｷ ﾕｶ ﾔｲｽﾞC    28.58 (  0.58)

4 1/3 和歌山 榎本　裕月 ADカツラギSS 小6
ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ ADｶﾂﾗｷﾞ    28.73 (  0.57)

5 1/2 福  岡 池田　莉央 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ八女 小5
ｲｹﾀﾞ ﾘｵ BSﾔﾒ    28.93 (  0.65)

6 1/1 宮  崎 秋高　実昇 BIG宮崎 小6
ｱｷﾀｶ ﾐﾉﾘ BIGﾐﾔｻﾞｷ    29.01 (  0.72)

7 1/7 福  井 芝　　一花 おおいアクア 小6
ｼﾊﾞ ｲﾁｶ ｵｵｲｱｸｱ    29.04 (  0.62)

8 1/8 茨  城 杉山　智咲 あかやまＳＳ 小6
ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ ｱｶﾔﾏSS    29.17 (  0.65)

2019/08/04 14:48:59 Page 1SEIKO Swimming Results System

種目別競技結果



第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     24.85
競技No. : 62 男子   50m 自由形 Ａ決勝
競技No. : 32 大会記録     26.27

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/5 愛  知 浅野　雅久 ＮＰＯ口論義 小6
ｱｻﾉ ｶﾞｸ NPOｺｳﾛｷﾞ    26.41 (  0.62)

2 1/4 埼  玉 神場　一樹 おざわＳＳ 小6
ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ ｵｻﾞﾜSS    26.64 (  0.63)

3 1/7 愛  知 杉浦　征典 名鉄ＳＳ半田 小6
ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ    27.11 (  0.78)

4 1/2 神奈川 佐藤　祥吾 ニスポ元住吉 小6
ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ    27.49 (  0.78)

5 1/1 東  京 神棒　悠音 ミミＳＣ品川 小6
ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾐﾐSC    27.72 (  0.79)

6 1/3 鹿児島 江﨑　侑聖 Ｋｉｔ 小6
ｴｻﾞｷ ﾕｳｾｲ kit    27.73 (  0.66)

7 1/8 和歌山 横山　　蒼 パルワカヤマ 小6
ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ    27.82 (  0.64)

8 1/6 静  岡 鈴木　　颯 浜名湖ＳＳ 小6
ｽｽﾞｷ ﾊｸ ﾊﾏﾅｺSS    27.85 (  0.77)

2019/08/04 14:49:03 Page 1SEIKO Swimming Results System

種目別競技結果



第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     32.91
競技No. : 63 女子   50m 平泳ぎ Ｂ決勝
競技No. : 33 大会記録     33.67

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/4 愛  知 増田　早優 ビート守山 小6
ﾏｽﾀﾞ ｻﾔ BEATﾓﾘﾔﾏ    36.01 (  0.64)

2 1/6 茨  城 村山　　萌 ささはら塾 小6
ﾑﾗﾔﾏ ｷｻﾞｼ ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ    36.10 (  0.70)

3 1/3 東  京 斉藤　歩美 東京ＳＣ 小5
ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ ﾄｳｷｮｳSC    36.24 (  0.64)

4 1/8 東  京 大竹　瑠奈 新代田ＳＳ 小5
ｵｵﾀｹ ﾙﾅ ｼﾝﾀﾞｲﾀSS    36.33 (  0.67)

5 1/5 東  京 藤田向日葵 成増ロンド 小6
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ    36.74 (  0.61)

6 1/2 愛  知 久保田乙妃 イトマン中村 小5
ｸﾎﾞﾀ ｲﾂｷ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    36.83 (  0.70)

7 1/1 静  岡 後藤　里珠 とこはＳＳ 小6
ｺﾞﾄｳ ﾘｽﾞ ﾄｺﾊSS    36.86 (  0.69)

8 1/7 神奈川 藤間　聖莉 チャンピオン 小5
ﾌｼﾞﾏ ｾﾘ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ    37.64 (  0.71)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     31.19
競技No. : 64 男子   50m 平泳ぎ Ｂ決勝
競技No. : 34 大会記録     32.68

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/4 長  野 小島　悠聖 ナガデン須坂 小6
ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾞﾃﾞﾝS    34.63 (  0.69)

2 1/5 東  京 飯塚　佳成 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 小6
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾅﾘ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ    34.81 (  0.65)

3 1/6 静  岡 戸田健士郎 グランツ 小6
ﾄﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ ｸﾞﾗﾝﾂ    35.12 (  0.70)

4 1/3 佐  賀 佐藤　想良 アクセス佐賀 小6
ｻﾄｳ ｿﾗ ｱｸｾｽｻｶﾞ    35.15 (  0.58)

5 1/8 愛  知 川田　翔愛 Ｖトピア一宮 小6
ｶﾜﾀ ｼｮｳﾏ VSCｲﾁﾉﾐﾔ    35.20 (  0.60)

6 1/7 東  京 山田　悠生 ロンド東村山 小6
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾛﾝﾄﾞHGM    35.33 (  0.72)

7 1/2 佐  賀 北村　歩夢 Ｂ＆Ｇみやき 小6
ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ B&Gﾐﾔｷ    35.53 (  0.66)

8 1/1 静  岡 土屋　圭己 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 小6
ﾂﾁﾔ ﾖｼｷ ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ    35.86 (  0.75)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     32.91
競技No. : 65 女子   50m 平泳ぎ Ａ決勝
競技No. : 33 大会記録     33.67

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/4 神奈川 佐藤　琴美 のぼりとＳＣHH 小6
ｻﾄｳ ｺﾄﾐ ﾉﾎﾞﾘﾄSC    33.49 大会新 (  0.66)

2 1/3 富  山 大野友有希 高岡ＳＣ 小6
ｵｵﾉ ﾕｳｷ ﾀｶｵｶSC    34.72 (  0.63)

3 1/6 愛  知 恒川　小春 イトマン中村 小6
ﾂﾈｶﾜ ｺﾊﾙ ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ    34.79 (  0.69)

4 1/5 神奈川 小野田夕渚 鎌倉ＳＳ 小6
ｵﾉﾀﾞ ﾕﾅ ｶﾏｸﾗSS    34.90 (  0.72)

5 1/2 茨  城 谷地田姫子 あかやまＳＳ 小6
ﾔﾁﾀﾞ ﾋﾒｺ ｱｶﾔﾏSS    35.56 (  0.62)

6 1/7 茨  城 中澤　心暖 あかやまＳＳ 小6
ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ ｱｶﾔﾏSS    35.75 (  0.75)

7 1/8 静  岡 山田奈央子 深谷ＳＣ浜松 小6
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ FSCﾊﾏﾏﾂ    35.86 (  0.81)

8 1/1 佐  賀 吉田　藍深 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島 小6
ﾖｼﾀﾞ ｳﾐ BSﾅﾍﾞｼﾏ    36.30 (  0.74)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録     31.19
競技No. : 66 男子   50m 平泳ぎ Ａ決勝
競技No. : 34 大会記録     32.68

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 1/5 長  野 有賀　央翔 ＡＦＡＳ伊那 小6
ｱﾙｶﾞ ﾋﾛﾄ AFASｲﾅ    32.35 大会新 (  0.68)

2 1/4 埼  玉 矢野　拓都 ユアー蕨 小6
ﾔﾉ ﾀｸﾄ ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ    33.04 (  0.64)

3 1/3 三  重 馬瀬　綾亮 四日市ＳＣ 小6
ｳﾏｾ ﾘｮｳｽｹ ﾖｯｶｲﾁSC    33.73 (  0.64)

4 1/6 静  岡 山岸　友希 深谷ＳＣ浜松 小6
ﾔﾏｷﾞｼ ﾄﾓｷ FSCﾊﾏﾏﾂ    34.00 (  0.68)

5 1/1 愛  知 菱川　　槙 みなとＳＳ 小6
ﾋｼｶﾜ ﾏｷ ﾐﾅﾄSS    34.02 (  0.58)

6 1/2 東  京 飛知和　翔 東京ＳＣ 小6
ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ ﾄｳｷｮｳSC    34.11 (  0.59)

7 1/7 東  京 飛知和　渉 東京ＳＣ 小6
ﾋﾁﾜ ｱﾕﾑ ﾄｳｷｮｳSC    34.75 (  0.62)

8 1/8 三  重 尾崎　照英 伊勢ＳＳ 小6
ｵｻﾞｷ ｼｮｳｴｲ ｲｾSS    34.80 (  0.56)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:59.93
競技No. : 67 女子 4x50m メドレーリレー 決勝
競技No. : 71 大会記録   2:04.68

順位 組/水路 加盟 チーム名 ヨミガナ 生年 学種 （第１泳者） 記録

50m

1 1/4 茨  城 あかやまＳＳ ｱｶﾔﾏSS 小学 32.88  2:06.57
1 武田　蒼依      ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 小6 32.88 32.88 (  0.59)
2 谷地田姫子      ﾔﾁﾀﾞ ﾋﾒｺ 小6 35.39 1:08.27 ( +0.38)
3 杉山　智咲      ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ 小6 30.09 1:38.36 ( +0.23)
4 中澤　心暖      ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 小6 28.21 2:06.57 ( +0.32)

2 1/5 東  京 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 小学 34.40  2:08.32
1 鯨井あぐり      ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ 小4 34.40 34.40 (  0.57)
2 斉藤　歩美      ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 小5 35.61 1:10.01 ( +0.43)
3 長谷明日香      ﾊｾ ｱｽｶ 小6 28.97 1:38.98 ( +0.60)
4 竹澤　芦奈      ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ 小6 29.34 2:08.32 ( +0.23)

3 1/3 愛  知 ビート守山 BEATﾓﾘﾔﾏ 小学 34.77  2:10.69
1 吉田　奏来      ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 小6 34.77 34.77 (  0.59)
2 増田　早優      ﾏｽﾀﾞ ｻﾔ 小6 35.59 1:10.36 ( +0.27)
3 鈴木　沙都      ｽｽﾞｷ ｻﾄ 小6 30.29 1:40.65 ( +0.27)
4 三宅　優香      ﾐﾔｹ ﾕｳｶ 小5 30.04 2:10.69 ( +0.28)

4 1/6 富  山 ナントＳＣ ﾅﾝﾄSC 小学 34.32  2:11.35
1 大西　琴葉      ｵｵﾆｼ ｺﾄﾊ 小5 34.32 34.32 (  0.68)
2 中嶋　　碧      ﾅｶｼﾏ ｱｵ 小6 35.48 1:09.80 ( +0.22)
3 高橋　歩花      ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 小5 31.50 1:41.30 ( +0.38)
4 丸山　はな      ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾅ 小6 30.05 2:11.35 ( +0.45)

5 1/1 静  岡 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ 小学 33.73  2:12.51
1 宮下　弥優      ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕｳ 小6 33.73 33.73 (  0.56)
2 星野　奈々      ﾎｼﾉ ﾅﾅ 小6 37.59 1:11.32 ( +0.31)
3 塚本　彩和      ﾂｶﾓﾄ ｻﾜ 小6 32.06 1:43.38 ( +0.17)
4 影山　采音      ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾔﾈ 小6 29.13 2:12.51 ( +0.25)

6 1/2 静  岡 浜名湖ＳＳ ﾊﾏﾅｺSS 小学 35.23  2:12.68
1 鈴木　佑彩      ｽｽﾞｷ ﾕｲ 小5 35.23 35.23 (  0.56)
2 藤村　梨那      ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾅ 小6 36.55 1:11.78 ( +0.46)
3 林　　莉々      ﾊﾔｼ ﾘﾘ 小6 31.17 1:42.95 ( +0.49)
4 丹羽菜々花      ﾆﾜ ﾅﾅｶ 小6 29.73 2:12.68 ( +0.31)

7 1/7 神奈川 林水泳教室 ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 小学 34.69  2:13.80
1 山中　波琉      ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙ 小6 34.69 34.69 (  0.65)
2 森　千香子      ﾓﾘ ﾁｶｺ 小6 38.79 1:13.48 ( +0.29)
3 ジーベイ海陽    ｼﾞｰﾍﾞｲ ｶｲﾗ 小6 30.69 1:44.17 ( +0.53)
4 宇野　海音      ｳﾉ ｱﾏﾈ 小6 29.63 2:13.80 ( +0.09)

8 1/8 東  京 ミミＳＣ品川 ﾐﾐSC 小学 34.62  2:13.94
1 宇野　光咲      ｳﾉ ﾐｻｷ 小5 34.62 34.62 (  0.57)
2 村中　七菜      ﾑﾗﾅｶ ﾅﾅ 小6 37.31 1:11.93 ( +0.42)
3 藤本　七花      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅｶ 小6 32.82 1:44.75 ( +0.25)
4 楢島沙也加      ﾅﾗｼﾏ ｻﾔｶ 小6 29.19 2:13.94 ( +0.17)
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第34回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会結果

静岡県浜松市

学童記録   1:55.06
競技No. : 68 男子 4x50m メドレーリレー 決勝
競技No. : 72 大会記録   2:03.50

順位 組/水路 加盟 チーム名 ヨミガナ 生年 学種 （第１泳者） 記録

50m

1 1/4 東  京 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 小学 31.12  2:02.45 大会新
1 塩田　直也      ｼｵﾀ ﾅｵﾔ 小6 31.12 31.12 (  0.59)
2 飛知和　翔      ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ 小6 33.59 1:04.71 ( +0.26)
3 河井　桜輔      ｶﾜｲ ｵｳｽｹ 小6 29.55 1:34.26 ( +0.59)
4 柳内　大流      ﾔﾅｳﾁ ﾀﾞｲﾙ 小6 28.19 2:02.45 ( +0.48)

2 1/3 東  京 三菱養和ＳＳ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 小学 31.96  2:07.53
1 山本　暉莉      ﾔﾏﾓﾄ ｷﾘ 小6 31.96 31.96 (  0.60)
2 滝沢　知哉      ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 小5 35.44 1:07.40 ( +0.16)
3 渡邊　陽仁      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 小5 30.84 1:38.24 ( +0.39)
4 逸見　太一      ﾍﾝﾐ ﾀｲﾁ 小6 29.29 2:07.53 ( +0.38)

3 1/6 東  京 ミミＳＣ品川 ﾐﾐSC 小学 30.46  2:07.93
1 神棒　悠音      ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾊﾙﾄ 小6 30.46 30.46 (  0.55)
2 十時　颯大      ﾄﾄｷ ｿｳﾀ 小6 37.30 1:07.76 ( +0.47)
3 林　　丈流      ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ 小6 29.98 1:37.74 ( +0.36)
4 中島　啓太      ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ 小5 30.19 2:07.93 ( +0.18)

4 1/5 愛  知 アシスト蟹江 ｱｼｽﾄｶﾆｴ 小学 33.86  2:08.19
1 前田　　篤      ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 小6 33.86 33.86 (  0.64)
2 佐藤　玄都      ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 小5 35.05 1:08.91 ( +0.03)
3 黒田　栄斗      ｸﾛﾀﾞ ｴｲﾄ 小6 30.08 1:38.99 ( +0.08)
4 三輪　侑真      ﾐﾜ ﾕｳﾏ 小6 29.20 2:08.19 ( +0.32)

5 1/7 愛  知 みなとＳＳ ﾐﾅﾄSS 小学 34.30  2:10.84
1 山下琥太郎      ﾔﾏｼﾀ ｺﾀﾛｳ 小6 34.30 34.30 (  0.70)
2 菱川　　槙      ﾋｼｶﾜ ﾏｷ 小6 35.19 1:09.49 ( +0.56)
3 小塚　万生      ｺﾂﾞｶ ﾏｵ 小6 31.73 1:41.22 ( +0.48)
4 内藤　龍空      ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｸ 小6 29.62 2:10.84 ( +0.39)

6 1/2 愛  知 名鉄ＳＳ半田 ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ 小学 36.31  2:11.32
1 森田　海惺      ﾓﾘﾀ ｶｲｾｲ 小6 36.31 36.31 (  0.56)
2 キクチレオ      ｷｸﾁ ﾚｵ 小6 36.30 1:12.61 ( +0.47)
3 杉浦　征典      ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ 小6 28.29 1:40.90 ( +0.25)
4 細井　章吾      ﾎｿｲ ｼｮｳｺﾞ 小6 30.42 2:11.32 ( +0.50)

7 1/1 愛  知 名鉄ＳＳ刈谷 ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 小学 34.60  2:12.60
1 小野　慎平      ｵﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 小6 34.60 34.60 (  0.62)
2 屋敷　哲平      ﾔｼｷ ﾃｯﾍﾟｲ 小6 36.32 1:10.92 ( +0.16)
3 清水　遥喜      ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 小6 31.06 1:41.98 ( +0.72)
4 鳴海　琳大      ﾅﾙﾐ ﾘﾝﾀ 小6 30.62 2:12.60 ( +0.55)

1/8 愛  知 ＢＩＧアミ BIGｱﾐ 小学 33.97 失格
1 奥村　太一      ｵｸﾑﾗ ﾀｲﾁ 小6 33.97 33.97 (  0.56)
2 浅野　快晴      ｱｻﾉ ｶｲｾｲ 小6 ( -0.11)
3 藤森　聡太      ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ 小6
4 奥山　泰至      ｵｸﾔﾏ ﾀｲｼ 小5
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