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2013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位

自由形 北山　　沢 小3 工藤　丈士 小3 須藤　大喜 小2 小山内朋幸 小2

25m 弘大付属小 長峰小 蔵館小 碇ヶ関小

タイム決勝 26.17 26.87 27.83 49.39

自由形 工藤　丈士 小3

50m 長峰小

タイム決勝 1:01.62

背泳ぎ 須藤　大喜 小2 小山内朋幸 小2

25m 蔵館小 碇ヶ関小

タイム決勝 38.55 41.78

背泳ぎ 北山　　沢 小3

50m 弘大付属小

タイム決勝 1:08.38
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2013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位

自由形 築館　龍生 小4 菅原　　成 小4

25m 大館城西 長峰小

タイム決勝 17.53 23.30

自由形 中嶋　　諒 小4 成田　太陽 小4

50m 竹館小 長峰小

タイム決勝 38.89 45.11

自由形 中嶋　　諒 小4

100m 竹館小

タイム決勝 1:32.00

平泳ぎ 鈴木　悠斗 小4 成田　太陽 小4

50m 柏木小 長峰小

タイム決勝 56.38 1:06.08

平泳ぎ 築館　龍生 小4

100m 大館城西

タイム決勝 1:47.85

バタフライ 築館　龍生 小4

50m 大館城西

タイム決勝 43.49
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2013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位

自由形 三上　聖也 小5 花田　崚太 小5

25m 相馬小 相馬小

タイム決勝 20.71 22.08

自由形 角田　　光 小5 山崎　拓空 小5 三上　聖也 小5

50m 猿賀小 弘前北小 相馬小

タイム決勝 36.02 36.51 46.75

自由形 渡辺　崇太 小5 大谷　歩夢 小5

100m 文京小 追子野木小

タイム決勝 1:14.98 1:15.05

平泳ぎ 大谷　歩夢 小5

25m 追子野木小

タイム決勝 21.85

平泳ぎ 角田　　光 小5 花田　崚太 小5

50m 猿賀小 相馬小

タイム決勝 46.81 1:05.66

バタフライ 大谷　歩夢 小5 工藤　聡介 小5 山崎　拓空 小5

25m 追子野木小 中郷小 弘前北小

タイム決勝 18.47 18.66 19.56

バタフライ 渡辺　崇太 小5 大谷　歩夢 小5 工藤　聡介 小5

50m 文京小 追子野木小 中郷小

タイム決勝 38.50 40.43 41.11

バタフライ 工藤　聡介 小5

100m 中郷小

タイム決勝 1:34.41

個人メドレー 山崎　拓空 小5

200m 弘前北小

タイム決勝 3:13.01
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2013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 樋口　颯士 小6 葛西　健元 小6 三上　大聖 小6 中田　湧大 小6

25m 猿賀小 猿賀小 相馬小 金田小

タイム決勝 15.86 17.72 18.20 18.26

自由形 工藤　嵩也 小6 樋口　颯士 小6 鈴木　陽大 小6 葛西　健元 小6 中田　湧大 小6 三上　大聖 小6

50m 竹館小 猿賀小 柏木小 猿賀小 金田小 相馬小

タイム決勝 29.09 33.39 35.48 37.88 41.88 42.15

自由形 石川　広生 小6 成田　大翔 小6 鈴木　陽大 小6

100m 和徳小 田舎館小 柏木小

タイム決勝 1:05.22 1:11.44 1:17.82

自由形 石川　広生 小6

200m 和徳小

タイム決勝 2:21.69

背泳ぎ 葛西　健元 小6 工藤　　希 小6

25m 猿賀小 東英小

タイム決勝 21.60 30.81

背泳ぎ 木村　匠杜 小6

50m 柏木小

タイム決勝 42.29

背泳ぎ 工藤　祐輔 小6

100m 柏木小

タイム決勝 1:13.46

平泳ぎ 工藤　　希 小6

25m 東英小

タイム決勝 37.79

平泳ぎ 葛西　健元 小6

50m 猿賀小

タイム決勝 48.64

平泳ぎ 木村　匠杜 小6

100m 柏木小

タイム決勝 1:38.03
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2013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

バタフライ 樋口　颯士 小6

25m 猿賀小

タイム決勝 17.53

バタフライ 工藤　祐輔 小6 成田　大翔 小6 樋口　颯士 小6

50m 柏木小 田舎館小 猿賀小

タイム決勝 32.54 36.03 37.31

バタフライ 工藤　颯真 小6

100m 石川小

タイム決勝 1:05.50

(大会新)

個人メドレー 工藤　颯真 小6 工藤　嵩也 小6

200m 石川小 竹館小

タイム決勝 2:26.81 2:34.96

(大会新) (大会新)
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2013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/112013/08/11 ～ 2013/08/11

会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  会場  ゆうえい館  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位

リレー 柏木小

200m 工藤　祐輔 小6

タイム決勝 鈴木　陽大 小6

木村　匠杜 小6

鈴木　悠斗 小4

2:31.42 Fin.

   31.21 1st.

メドレーリレー 柏木小

200m 木村　匠杜 小6

タイム決勝 鈴木　悠斗 小4

工藤　祐輔 小6

鈴木　陽大 小6

2:44.90 Fin.

   41.18 1st.
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