
第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 低学年

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 中野天彩奈 小3 佐々木涼香 小3 畑中　百夏 小3 須藤　倫華 小1 両角真莉乃 小2 畑中　夕夏 小1

25m 碇ヶ関小 長峰小 大鰐小 大鰐小 弘大付属小 大鰐小

タイム決勝 25.15 25.22 28.89 32.05 32.21 33.65

自由形 米谷　一葉 小3 小山内那緒 小3 兼坂　　晃 小3 棟方　　咲 小3 工藤　真子 小3

50m 第三大成小 浪岡南小 浪岡南小 浪岡南小 弘大付属小

タイム決勝 50.58 54.52 55.89 1:01.13 1:04.49

背泳ぎ 葛西　留似 小3 須藤　倫華 小1 工藤宥奈子 小2 下山　美音 小2

25m 平賀東 大鰐小 金田小 第三大成小

タイム決勝 27.98 35.81 41.12 41.59

平泳ぎ 小山内那緒 小3 栗林佳乃子 小3 米谷　一葉 小3 棟方　　咲 小3

50m 浪岡南小 大坊小 第三大成小 浪岡南小

タイム決勝 1:07.04 1:09.36 1:14.83 1:16.34

バタフライ 佐々木涼香 小3 工藤　真子 小3

25m 長峰小 弘大付属小

タイム決勝 27.13 35.05

バタフライ 栗林佳乃子 小3

50m 大坊小

タイム決勝 1:15.53
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第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ４年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ４年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ４年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ４年生

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 工藤　彩名 小4 下山　七海 小4 對馬　結生 小4 両角真奈実 小4 猪俣　楓乃 小4 小山内はづき 小4

25m 石川小 長峰小 浪岡南小 弘大付属小 浪岡南小 大鰐小

タイム決勝 19.33 21.99 23.10 24.11 24.83 25.30

自由形 工藤　彩名 小4 佐藤　心春 小4 山内　香凜 小4 成田　なつ 小4 外崎　陽花 小4 須藤　陽菜 小4

50m 石川小 浪岡南小 弘大付属小 長峰小 長峰小 大鰐小

タイム決勝 41.36 49.60 52.99 53.04 53.40 1:03.07

自由形 工藤　彩名 小4 米谷　　心 小4

100m 石川小 浪岡南小

タイム決勝 1:30.11 1:30.42

背泳ぎ 須藤　陽菜 小4 下山　七海 小4 成田　莉緒 小4 銭谷　夕輝 小4 下山　綾音 小4 葛西　美憂 小4

25m 大鰐小 長峰小 大鰐小 長峰小 第三大成小 大鰐小

タイム決勝 27.37 28.70 29.18 30.29 33.76 36.24

背泳ぎ 安田　光来 小4 米谷　　心 小4 小山内法子 小4

50m 鶴田小 浪岡南小 碇ヶ関小

タイム決勝 46.41 49.16 58.43

背泳ぎ 佐藤　心春 小4

100m 浪岡南小

タイム決勝 1:59.77

平泳ぎ 山内　香凜 小4 下山　七海 小4

25m 弘大付属小 長峰小

タイム決勝 34.41 37.06

平泳ぎ 對馬　結生 小4

50m 浪岡南小

タイム決勝 1:07.81

平泳ぎ 成田　なつ 小4 外崎　陽花 小4

100m 長峰小 長峰小

タイム決勝 2:17.46 2:22.39

バタフライ 両角真奈実 小4

25m 弘大付属小

タイム決勝 29.51
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第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ４年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ４年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ４年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ４年生

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 安田　光来 小4 貴田なつみ 小4

50m 鶴田小 大鰐第二小

タイム決勝 41.72 1:03.63

個人メドレー 貴田なつみ 小4 小山内法子 小4

100m 大鰐第二小 碇ヶ関小

タイム決勝 2:03.37 2:11.99
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第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ５年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ５年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ５年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ５年生

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 兵籐　晴美 小5 清野　文佳 小5 長内　結杏 小5

25m 藤崎中央小 福村小 小沢小

タイム決勝 16.27 16.91 21.93

自由形 宮川　莉子 小5 吉川　歩里 小5 棟方　　萌 小5

50m 弘前西小 第三大成小 浪岡南小

タイム決勝 32.83 45.80 51.01

自由形 米谷　美空 小5

100m 第三大成小

タイム決勝 1:20.23

背泳ぎ 清野　文佳 小5 高谷　知花 小5

25m 福村小 浪岡南小

タイム決勝 19.74 30.90

背泳ぎ 米谷　美空 小5 高谷　知花 小5 長峰　礼奈 小5

50m 第三大成小 浪岡南小 浪岡南小

タイム決勝 44.12 1:04.97 1:18.87

平泳ぎ 清野　文佳 小5 三浦きらら 小5 長峰　礼奈 小5

25m 福村小 弘大付属小 浪岡南小

タイム決勝 22.26 22.87 39.64

平泳ぎ 三浦きらら 小5 棟方　　萌 小5 高谷　知花 小5

50m 弘大付属小 浪岡南小 浪岡南小

タイム決勝 47.75 1:05.63 1:09.56

平泳ぎ 三浦きらら 小5 吉川　歩里 小5

100m 弘大付属小 第三大成小

タイム決勝 1:43.40 1:57.08

バタフライ 宮川　莉子 小5 清野　文佳 小5

25m 弘前西小 福村小

タイム決勝 16.70 17.95

バタフライ 清野　文佳 小5

50m 福村小

タイム決勝 37.97
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第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ５年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ５年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ５年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ５年生

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

バタフライ 兵籐　晴美 小5 清野　文佳 小5

100m 藤崎中央小 福村小

タイム決勝 1:29.24 1:29.89

個人メドレー 宮川　莉子 小5

200m 弘前西小

タイム決勝 2:53.44
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第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ６年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ６年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ６年生第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 ６年生

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 岡部　華英 小6

25m 碇ヶ関小

タイム決勝 17.14

自由形 岡部　華佳 小6 岡部　華英 小6 成田　歩未 小6

50m 碇ヶ関小 碇ヶ関小 相馬小

タイム決勝 31.53 36.28 42.09

自由形 岡部　華佳 小6 岡部　華英 小6 小山内尚子 小6

100m 碇ヶ関小 碇ヶ関小 碇ヶ関小

タイム決勝 1:08.44 1:16.42 1:19.97

背泳ぎ 下山沙英香 小6

25m 長峰小

タイム決勝 23.82

背泳ぎ 小山内尚子 小6

50m 碇ヶ関小

タイム決勝 42.27

平泳ぎ 新井　星帆 小6 吉川　智子 小6 小山内尚子 小6

25m 平賀東 弘大付属小 碇ヶ関小

タイム決勝 20.21 22.13 22.87

平泳ぎ 新井　星帆 小6 吉川　智子 小6 山中　咲良 小6

50m 平賀東 弘大付属小 弘大付属小

タイム決勝 41.92 49.15 54.61

平泳ぎ 新井　星帆 小6 吉川　智子 小6 齋藤あすか 小6

100m 平賀東 弘大付属小 第三大成小

タイム決勝 1:27.54 1:44.64 1:50.49

バタフライ 岡部　華佳 小6 成田　歩未 小6

25m 碇ヶ関小 相馬小

タイム決勝 16.18 23.55
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第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年第８回平川市小学生水泳競技大会                         女子成績一覧表 全学年

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

リレー 碇ヶ関小 弘大付属小 浪岡南小 長峰小 大鰐小

200m 岡部　華英 小6 三浦きらら 小5 米谷　　心 小4 山田　　紬 小6 須藤　陽菜 小4

タイム決勝 小山内尚子 小6 両角真奈実 小4 佐藤　心春 小4 下山沙英香 小6 葛西　美憂 小4

小山内法子 小4 山中　咲良 小6 高谷　知花 小5 成田　なつ 小4 小山内はづき 小4

岡部　華佳 小6 吉川　智子 小6 高田　真帆 小6 外崎　陽花 小4 成田　莉緒 小4

2:37.01 Fin. 2:54.97 Fin. 3:12.73 Fin. 3:15.35 Fin. 4:08.61 Fin.

   35.97 1st.    42.42 1st.    40.13 1st.    43.42 1st.    59.49 1st.

メドレーリレー 碇ヶ関小 弘大付属小 長峰小

200m 岡部　華英 小6 吉川　智子 小6 山田　　紬 小6

タイム決勝 小山内尚子 小6 山中　咲良 小6 下山沙英香 小6

岡部　華佳 小6 三浦きらら 小5 成田　なつ 小4

小山内法子 小4 山内　香凜 小4 外崎　陽花 小4

3:10.28 Fin. 3:25.04 Fin. 4:06.93 Fin.

   42.58 1st.    46.47 1st.    57.42 1st.
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