
    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位

リレー 浜館小 筒井南小 造道小 第三大成小

200m 阿部　春乃 小6 成田麻奈里 小6 斉藤　優衣 小6 吉川　歩里 小4

タイム決勝 堀内　望玖 小4 佐々木彩乃 小4 張間　　蓮 小2 齊藤あすか 小5

金澤　奈央 小6 徳差妃奈子 小4 石岡　　奏 小2 吉川　友那 小6

阿部なつき 小5 成田絵里香 小4 石岡　　夢 小5 米谷　美空 小4

2:10.91 Fin. 2:23.16 Fin. 2:33.05 Fin. 2:50.77 Fin.

   30.46 1st.    29.92 1st.    34.65 1st.    48.76 1st.
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 全学年

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位

リレー 柏木小 五所川原小 筒井南小

200m 酒井　宏太 小6 木村　修梧 小3 齊藤　洸紀 小4

タイム決勝 木村　匠杜 小5 永井　文斗 小6 東谷　亮汰 小3

工藤　祐輔 小5 奈良　知叡 小6 木村　竜太 小2

木村　有杜 小6 長内　　響 小4 木村　隼人 小4

2:11.02 Fin. 2:13.18 Fin. 2:22.64 Fin.

   30.50 1st.    32.86 1st.    33.29 1st.
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位

メドレーリレー 浜館小 筒井南小 造道小 第三大成小

200m 阿部　春乃 小6 成田絵里香 小4 張間　　蓮 小2 吉川　友那 小6

タイム決勝 金澤　奈央 小6 佐々木彩乃 小4 石岡　　奏 小2 齊藤あすか 小5

阿部なつき 小5 成田麻奈里 小6 斉藤　優衣 小6 米谷　美空 小4

堀内　望玖 小4 徳差妃奈子 小4 石岡　　夢 小5 吉川　歩里 小4

2:21.95 Fin. 2:41.59 Fin. 2:53.32 Fin. 3:29.08 Fin.

   33.60 1st.    45.52 1st.    45.84 1st.    47.45 1st.
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 全学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 全学年

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位

メドレーリレー 柏木小 五所川原小 筒井南小

200m 酒井　宏太 小6 永井　文斗 小6 木村　竜太 小2

タイム決勝 木村　匠杜 小5 奈良　知叡 小6 東谷　亮汰 小3

工藤　祐輔 小5 木村　修梧 小3 齊藤　洸紀 小4

木村　有杜 小6 長内　　響 小4 木村　隼人 小4

2:31.21 Fin. 2:35.89 Fin. 2:41.22 Fin.

   36.16 1st.    38.24 1st.    42.30 1st.
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位

背泳ぎ 畔上　結菜 小2 米谷　　心 小3 徳差　光姫 小2 宇野　有香 小2

25m 文京小 浪岡南小 筒井南小 浦町小

タイム決勝 21.94 25.25 28.73 30.91

バタフライ 畔上　結菜 小2 山田　麗真 小2 元木　　心 小2

25m 文京小 佃小 堤小

タイム決勝 20.24 22.25 26.55

自由形 畔上　結菜 小2 米谷　一葉 小2 嶋口　奈那 小3 小山内法子 小3 七戸あずさ 小3 五戸　麻央 小1

25m 文京小 第三大成小 相馬小 碇ヶ関小 竹館小 浜館小

タイム決勝 19.72 22.50 24.53 26.83 28.94 30.70

平泳ぎ 張間　　蓮 小2 倉田　　葵 小3 徳差　光姫 小2 五戸　麻央 小1

25m 造道小 浦町小 筒井南小 浜館小

タイム決勝 28.32 33.28 35.93 40.34

個人メドレー 畔上　結菜 小2 石岡　　奏 小2 山田　麗真 小2 松橋　奈穂 小3

100m 文京小 造道小 佃小 富萢小

タイム決勝 1:37.68 1:42.62 1:44.17 1:49.01

背泳ぎ 張間　　蓮 小2

100m 造道小

タイム決勝 1:40.63

バタフライ 張間　　蓮 小2

100m 造道小

タイム決勝 1:51.30

自由形 藤井明日花 小3

100m 筒井南小

タイム決勝 1:50.16

平泳ぎ 馬場　晴菜 小3

100m 浜田小

タイム決勝 2:13.28
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位

背泳ぎ 石岡　　奏 小2 松橋　奈穂 小3 元木　　心 小2 工藤　彩名 小3 米谷　一葉 小2 船水　菜汀 小1

50m 造道小 富萢小 堤小 石川小 第三大成小 浜田小

タイム決勝 47.72 48.08 54.90 55.14 1:03.72 1:04.58

バタフライ 畔上　結菜 小2

50m 文京小

タイム決勝 43.29

自由形 工藤　彩名 小3 米谷　　心 小3 馬場　晴菜 小3 七戸あずさ 小3

50m 石川小 浪岡南小 浜田小 竹館小

タイム決勝 45.79 45.93 51.10 1:04.51

平泳ぎ 山田　麗真 小2 元木　　心 小2 藤井明日花 小3 米谷　一葉 小2 徳差　光姫 小2

50m 佃小 堤小 筒井南小 第三大成小 筒井南小

タイム決勝 55.56 1:00.16 1:05.93 1:17.76 1:17.92
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 低学年

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位

背泳ぎ 築館　龍生 小3 竹村　有史 小3

25m 大館城西小 竹館小

タイム決勝 23.77 37.04

バタフライ 盛　　奏仁 小3 築館　龍生 小3 苫米地　慶 小3

25m 浦町小 大館城西小 いずみ小

タイム決勝 20.72 21.03 23.87

自由形 築館　龍生 小3 竹村　有史 小3

25m 大館城西小 竹館小

タイム決勝 20.51 27.56

平泳ぎ 築館　龍生 小3 奈良　佳輝 小2

25m 大館城西小 中里小

タイム決勝 25.08 28.84

個人メドレー 高谷　悠人 小3 東谷　亮汰 小3 一戸　陽仁 小2 長谷川遥己 小2

100m 佃小 筒井南小 大成小 浜田小

タイム決勝 1:31.06 1:31.76 1:34.90 1:44.42

背泳ぎ 木村　修梧 小3

100m 五所川原小

タイム決勝 1:26.91

自由形 高谷　悠人 小3

100m 佃小

タイム決勝 1:22.75

平泳ぎ 東谷　亮汰 小3 盛　　奏仁 小3

100m 筒井南小 浦町小

タイム決勝 1:45.96 1:48.05
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 低学年回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 低学年

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位

背泳ぎ 木村　修梧 小3 木村　竜太 小2

50m 五所川原小 筒井南小

タイム決勝 39.18 41.88

(大会新)

バタフライ 長谷川遥己 小2

50m 浜田小

タイム決勝 46.62

自由形 木村　竜太 小2 一戸　陽仁 小2 築館　龍生 小3 苫米地　慶 小3 中嶋　　諒 小3 奈良　佳輝 小2

50m 筒井南小 大成小 大館城西小 いずみ小 竹館小 中里小

タイム決勝 37.24 38.81 40.98 46.81 49.21 52.47

平泳ぎ 盛　　奏仁 小3 築館　龍生 小3

50m 浦町小 大館城西小

タイム決勝 51.77 53.62
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ４４４４年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位

背泳ぎ 畔上　陽菜 小4 髙谷　知花 小4 七戸　柚妃 小4

25m 文京小 浪岡南小 竹館小

タイム決勝 22.18 28.82 44.02

バタフライ 佐々木彩乃 小4 畔上　陽菜 小4 梨田　里羽 小4

25m 筒井南小 文京小 高杉小

タイム決勝 19.52 20.41 24.44

自由形 徳差妃奈子 小4 畔上　陽菜 小4

25m 筒井南小 文京小

タイム決勝 16.99 19.20

平泳ぎ 佐々木彩乃 小4 米谷　美空 小4

25m 筒井南小 第三大成小

タイム決勝 22.82 24.21

個人メドレー 宮川　莉子 小4 堀内　望玖 小4 徳差妃奈子 小4 佐々木彩乃 小4 米谷　美空 小4

100m 弘前西小 浜館小 筒井南小 筒井南小 第三大成小

タイム決勝 1:27.83 1:28.01 1:31.94 1:35.18 1:37.12

背泳ぎ 木村　優希 小4 畔上　陽菜 小4

100m 五所川原小 文京小

タイム決勝 1:16.65 1:34.15

(大会新)

バタフライ 清野　文佳 小4 兵藤　春美 小4

100m 福村小 藤崎中央小

タイム決勝 1:34.03 1:44.67

自由形 堀内　望玖 小4 吉川　歩里 小4

100m 浜館小 第三大成小

タイム決勝 1:19.51 1:48.36

平泳ぎ 三浦きらら 小4

100m 弘大附属小

タイム決勝 2:06.39
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ４４４４年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位

背泳ぎ 成田絵里香 小4 米谷　美空 小4 梨田　里羽 小4 髙谷　知花 小4 平野　花苗 小4

50m 筒井南小 第三大成小 高杉小 浪岡南小 浜田小

タイム決勝 43.00 43.84 50.19 1:04.77 1:07.74

バタフライ 木村　優希 小4 成田絵里香 小4 兵藤　春美 小4 畔上　陽菜 小4

50m 五所川原小 筒井南小 藤崎中央小 文京小

タイム決勝 38.60 42.60 44.44 44.79

自由形 宮川　莉子 小4 徳差妃奈子 小4 梨田　里羽 小4 髙谷　知花 小4 七戸　柚妃 小4

50m 弘前西小 筒井南小 高杉小 浪岡南小 竹館小

タイム決勝 35.17 35.94 46.56 58.05 1:21.99

平泳ぎ 佐々木彩乃 小4 清野　文佳 小4 三浦きらら 小4 吉川　歩里 小4 平野　花苗 小4

50m 筒井南小 福村小 弘大附属小 第三大成小 浜田小

タイム決勝 48.24 48.66 57.96 1:04.36 1:10.48
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 ４４４４年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位

背泳ぎ 亀山　凌佑 小4

25m 碇ヶ関小

タイム決勝 24.20

バタフライ 大谷　歩夢 小4 工藤　聡介 小4

25m 追子野木小 中郷小

タイム決勝 20.46 21.93

自由形 清野　海夢 小4 工藤　聡介 小4 三上　聖也 小4 花田　崚太 小4 古川　翔馬 小4 佐藤　快瀬 小4

25m 富萢小 中郷小 相馬小 相馬小 竹館小 竹館小

タイム決勝 18.46 20.15 21.88 24.60 26.08 27.18

平泳ぎ 七戸　海星 小4 佐藤　快瀬 小4 古川　翔馬 小4 亀山　凌佑 小4

25m 第三大成小 竹館小 竹館小 碇ヶ関小

タイム決勝 25.39 28.22 30.18 31.25

個人メドレー 木村　隼人 小4 清藤　太陽 小4 渡辺　崇太 小4 三上　　伯 小4 角田　　光 小4 石澤　侑弥 小4

100m 筒井南小 佃小 文京小 金木小 猿賀小 弘大附属小

タイム決勝 1:20.99 1:32.33 1:32.34 1:37.59 1:42.77 1:44.67

背泳ぎ 齊藤　洸紀 小4

100m 筒井南小

タイム決勝 1:19.69

自由形 長内　　響 小4

100m 五所川原小

タイム決勝 1:21.22

平泳ぎ 大川翔太郎 小4 清藤　太陽 小4 七戸　海星 小4

100m 小和森小 佃小 第三大成小

タイム決勝 1:41.27 1:44.11 1:53.90
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 ４４４４年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位

背泳ぎ 木村　隼人 小4 大川翔太郎 小4

50m 筒井南小 小和森小

タイム決勝 37.88 42.19

バタフライ 齊藤　洸紀 小4 長内　　響 小4

50m 筒井南小 五所川原小

タイム決勝 34.71 40.87

(大会新)

自由形 渡辺　崇太 小4 三上　　伯 小4 大谷　歩夢 小4 石澤　侑弥 小4 角田　　光 小4 工藤　聡介 小4

50m 文京小 金木小 追子野木小 弘大附属小 猿賀小 中郷小

タイム決勝 37.11 38.52 39.77 39.85 40.82 42.88

平泳ぎ 清野　海夢 小4 工藤　聡介 小4 七戸　海星 小4

50m 富萢小 中郷小 第三大成小

タイム決勝 51.58 53.64 54.49
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ５５５５年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位

自由形 三上　乙羽 小5

200m 金木小

タイム決勝 2:53.45

背泳ぎ 小山内尚子 小5

25m 碇ヶ関小

タイム決勝 22.26

自由形 齊藤あすか 小5 小山内優里亜 小5

25m 第三大成小 第三大成小

タイム決勝 19.84 28.76

平泳ぎ 新井　星帆 小5 齊藤あすか 小5

25m 平賀東小 第三大成小

タイム決勝 22.43 27.02

バタフライ 阿部なつき 小5

100m 浜館小

タイム決勝 1:15.05

(大会新)

自由形 岡部　華佳 小5 岡部　華英 小5 三上　乙羽 小5

100m 碇ヶ関小 碇ヶ関小 金木小

タイム決勝 1:14.70 1:16.58 1:19.37

平泳ぎ 倉田　　茜 小5 新井　星帆 小5 吉川　智子 小5 髙田　真帆 小5

100m 浦町小 平賀東小 弘大附属小 浪岡南小

タイム決勝 1:33.12 1:35.15 1:42.27 2:18.45
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ５５５５年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位

個人メドレー 石岡　　夢 小5

200m 造道小

タイム決勝 2:52.04

背泳ぎ 石岡　　夢 小5

50m 造道小

タイム決勝 38.76

バタフライ 岡部　華佳 小5

50m 碇ヶ関小

タイム決勝 37.82

自由形 阿部なつき 小5 倉田　　茜 小5 岡部　華英 小5 小山内尚子 小5 齊藤あすか 小5 島谷都姫子 小5

50m 浜館小 浦町小 碇ヶ関小 碇ヶ関小 第三大成小 常盤小

タイム決勝 31.14 34.80 36.85 40.84 46.71 49.57

(大会新)

平泳ぎ 新井　星帆 小5 吉川　智子 小5 島谷都姫子 小5

50m 平賀東小 弘大附属小 常盤小

タイム決勝 45.60 49.84 1:57.14
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 ５５５５年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 小山内元気 小5 工藤　嵩也 小5

200m 武田小 竹館小

タイム決勝 2:28.63 2:30.91

背泳ぎ 石川　広生 小5 佐藤　康平 小5

25m 和徳小 第三大成小

タイム決勝 18.75 36.68

バタフライ 石川　広生 小5

25m 和徳小

タイム決勝 16.80

自由形 石川　広生 小5 葛西　健元 小5 三上　大聖 小5 中田　湧大 小5 西谷　宥人 小5 佐藤　康平 小5

25m 和徳小 猿賀小 相馬小 金田小 金田小 第三大成小

タイム決勝 15.54 17.72 21.36 23.52 30.67 31.69

平泳ぎ 石川　広生 小5

25m 和徳小

タイム決勝 20.36

バタフライ 工藤　颯真 小5 工藤　祐輔 小5 對馬　源輝 小5

100m 石川小 柏木小 いずみ小

タイム決勝 1:14.06 1:21.91 1:25.88

自由形 工藤　嵩也 小5 小山内元気 小5

100m 竹館小 武田小

タイム決勝 1:08.54 1:08.56

平泳ぎ 樋口　颯士 小5

100m 猿賀小

タイム決勝 1:50.85
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 ５５５５年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位

個人メドレー 石川　広生 小5 西村　　凜 小5

200m 和徳小 佃小

タイム決勝 2:52.69 3:09.05

背泳ぎ 葛西　健元 小5

50m 猿賀小

タイム決勝 54.80

バタフライ 工藤　颯真 小5 工藤　祐輔 小5 對馬　源輝 小5 樋口　颯士 小5 鈴木　陽大 小5

50m 石川小 柏木小 いずみ小 猿賀小 柏木小

タイム決勝 33.03 36.14 40.48 42.71 46.00

自由形 木村　匠杜 小5 根岸　雄翔 小5 中田　湧大 小5 佐藤　康平 小5

50m 柏木小 堀越小 金田小 第三大成小

タイム決勝 38.62 42.32 58.56 1:08.77

平泳ぎ 石川　広生 小5 西村　　凜 小5 木村　匠杜 小5 鈴木　陽大 小5 根岸　雄翔 小5 葛西　健元 小5

50m 和徳小 佃小 柏木小 柏木小 堀越小 猿賀小

タイム決勝 44.12 48.68 49.46 51.86 53.20 58.18
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ６６６６年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 太田　　唯 小6 赤平こころ 小6 松橋　和奏 小6 吉川　友那 小6

200m 黒石小 柏木小 富萢小 第三大成小

タイム決勝 2:25.67 2:26.99 2:54.30 3:07.05

背泳ぎ 斉藤　優衣 小6 蝦名　菜月 小6 天内　穂月 小6

25m 造道小 相馬小 金田小

タイム決勝 18.00 25.40 28.85

バタフライ 斉藤　優衣 小6 蝦名　玲奈 小6

25m 造道小 相馬小

タイム決勝 16.85 25.69

自由形 船越　愛加 小6 斉藤　優衣 小6 山内　七星 小6 吉川　友那 小6 雪田　紗良 小6 尾崎　瀬奈 小6

25m 小和森小 造道小 浪岡南小 第三大成小 浪岡南小 柏木小

タイム決勝 16.39 16.69 17.93 18.41 20.70 28.70

平泳ぎ 斉藤　優衣 小6

25m 造道小

タイム決勝 21.65

背泳ぎ 阿部　春乃 小6

100m 浜館小

タイム決勝 1:14.23

バタフライ 成田麻奈里 小6 斉藤　未波 小6

100m 筒井南小 松島小

タイム決勝 1:09.71 1:16.93

自由形 赤平こころ 小6 松橋　和奏 小6

100m 柏木小 富萢小

タイム決勝 1:09.06 1:18.45

平泳ぎ 金澤　奈央 小6 水木茉里奈 小6 吉川　友那 小6

100m 浜館小 平賀東小 第三大成小

タイム決勝 1:22.60 1:33.18 1:45.51
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ６６６６年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位

個人メドレー 太田　　唯 小6

200m 黒石小

タイム決勝 2:42.77

背泳ぎ 阿部　春乃 小6 斉藤　優衣 小6 船越　愛加 小6

50m 浜館小 造道小 小和森小

タイム決勝 33.65 39.18 40.25

バタフライ 成田麻奈里 小6 水木茉里奈 小6

50m 筒井南小 平賀東小

タイム決勝 30.58 39.60

(大会新)

自由形 斉藤　未波 小6 宇野なつみ 小6 船越　愛加 小6 斉藤　優衣 小6 山内　七星 小6 雪田　紗良 小6

50m 松島小 浦町小 小和森小 造道小 浪岡南小 浪岡南小

タイム決勝 30.85 32.18 34.56 34.77 38.30 44.92

平泳ぎ 金澤　奈央 小6 宇野なつみ 小6 天内　穂月 小6

50m 浜館小 浦町小 金田小

タイム決勝 38.85 44.27 1:11.81
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 ６６６６年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位

自由形 永井　文斗 小6

200m 五所川原小

タイム決勝 2:36.61

背泳ぎ 成田　　然 小6

25m 時敏小

タイム決勝 20.38

バタフライ 成田　　然 小6

25m 時敏小

タイム決勝 19.34

自由形 成田　　然 小6 齊藤　　禅 小6

25m 時敏小 第三大成小

タイム決勝 16.58 18.82

平泳ぎ 三浦　一輝 小6 白戸　庸介 小6 成田　　然 小6 浜谷　昌大 小6

25m 浪打小 弘大附属小 時敏小 弘大附属小

タイム決勝 18.29 18.64 20.34 22.46

背泳ぎ 酒井　宏太 小6

100m 柏木小

タイム決勝 1:18.69

自由形 竹花　啓汰 小6

100m 中央小

タイム決勝 1:11.86

平泳ぎ 三浦　一輝 小6 白戸　庸介 小6 成田　　然 小6 奈良　知叡 小6 齊藤　　禅 小6

100m 浪打小 弘大附属小 時敏小 五所川原小 第三大成小

タイム決勝 1:23.80 1:28.30 1:29.77 1:36.62 1:58.39
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    第第第第７７７７回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 回平川市小学生水泳競技大会                         男子成績一覧表 ６６６６年生年生年生年生

    2012201220122012////08080808////12 12 12 12 ～ ～ ～ ～ 2012201220122012////08080808////12121212

    会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内会場  平川市屋内プールプールプールプール「「「「ゆうえいゆうえいゆうえいゆうえい館館館館」  」  」  」      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位

個人メドレー 菊地　大樹 小6 江戸　真人 小6 石田　悠馬 小6 齊藤　　禅 小6

200m 浪打小 浜田小 浜館小 第三大成小

タイム決勝 2:43.70 2:44.19 2:47.41 3:56.86

バタフライ 木村　有杜 小6

50m 柏木小

タイム決勝 35.68

自由形 木村　有杜 小6 酒井　宏太 小6 永井　文斗 小6 江戸　真人 小6

50m 柏木小 柏木小 五所川原小 浜田小

タイム決勝 30.49 30.96 31.61 31.82

平泳ぎ 三浦　一輝 小6 菊地　大樹 小6 白戸　庸介 小6 成田　　然 小6 石田　悠馬 小6 竹花　啓汰 小6

50m 浪打小 浪打小 弘大附属小 時敏小 浜館小 中央小

タイム決勝 37.84 38.90 40.72 41.25 41.60 41.75
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