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菅原　　成 赤組 小5    1

ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    19.00

○3   50m    45.00

泉　　遥斗 赤組 小5    2

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    45.08

○3  100m  1:45.00

伊藤慎太朗 赤組 小3    3

ｲﾄｳｼﾝﾀﾛｳ ｱｶｸﾞﾐ

○2   50m    42.00

○2  100m  1:50.00

伊藤　明子 赤組 小1    4

ｲﾄｳ ﾒｲｺ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    40.00

○2   25m    30.00

岩谷　　瞭 赤組 小5    5

ｲﾜﾔ ﾘｮｳ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    47.00

○3  100m  1:30.00

岩谷　　薫 赤組 幼0    6

ｲﾜﾔ ｶｵﾙ ｱｶｸﾞﾐ

赤平　悠琉 赤組 小3    7

ｱｶﾋﾗ ﾊﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○2   50m    55.00

○2  100m  2:15.00

村上　隆道 赤組 小3    8

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾐﾁ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    19.00

○2   50m    50.00

伊藤　成央 赤組 小3    9

ｲﾄｳ ﾅｵ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    25.00

○2   50m    54.00

伊藤　璃音 赤組 小1   10

ｲﾄｳ ﾘｵ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    45.00

○2   25m    35.00

伊藤　瑠晟 赤組 幼0   11

ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    50.00

赤平　凛子 赤組 幼0   12

ｱｶﾋﾗ ﾘﾝｺ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    50.00

畠山　優騎 赤組 小6   13

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    36.00

○3  100m  1:20.00

渡邊　悠斗 赤組 小5   15

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    25.00

○3   50m    50.00

鳴海　好子 赤組   17

ﾅﾙﾐ ﾖｼｺ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m  1:10.00

鳴海　秀雄 赤組   18

ﾅﾙﾐ ﾋﾃﾞｵ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    30.00

○5   50m  1:20.00

小田切久人 赤組   19

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾋｻﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    23.00

○5   50m    37.00

佐々木孝雄 赤組   20

ｻｻｷ ﾀｶｵ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    15.00

○5   50m    33.00

櫻庭　　強 赤組   21

ｻｸﾗﾊﾞ ﾂﾖｼ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    21.24

○5   50m    34.13
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山口　　徹 赤組   22

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    23.00

○5   50m    35.00

山田　可奈 赤組 小3   23

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    40.00

○2   50m  1:10.00

山田　　紬 赤組 中1   24

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳ ｱｶｸﾞﾐ

○4   25m    15.00

○4   50m    38.00

虻川　音々 赤組 小3   25

ｱﾌﾞｶﾜ ﾈﾈ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    35.00

○2   50m  1:10.00

泉　　裕仁 赤組 小4   27

ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    26.00

○3   50m  1:05.00

泉　　晴仁 赤組 小1   28

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m  1:00.00

鈴木　俊平 赤組 小5   29

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    45.00

○3  100m  1:30.00

山田　大希 赤組 中1   30

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    38.00

○4  100m  1:18.00

山田　日愛 赤組 小2   31

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    35.00

○2   50m  1:10.00

成田　なつ 赤組 小5   34

ﾅﾘﾀ ﾅﾂ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    15.00

○3   50m    32.00

若松　　怜 赤組 小5   39

ﾜｶﾏﾂ ﾚｲ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    15.00

○3  100m  1:22.30

菅原　真樹 赤組   40

ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    50.00

○5   50m    30.00

菅原悠ノ介 赤組 小2   41

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾉｽｹ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    50.00

佐々木涼香 赤組 小4   42

ｻｻｷ ﾘｮｳｶ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    42.93

○3  100m  1:55.00

工藤　丈士 赤組 小4   43

ｸﾄﾞｳ ｼﾞｮｳｼﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    45.42

○3  100m  1:52.14

工藤　健司 赤組   44

ｸﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    20.00

○5  100m  1:30.00

安保　真理 赤組 小6   45

ｱﾎﾞ ﾏﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    25.00

○3   50m    53.00

小林　瑞季 赤組 小5   50

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    50.00

○3  100m  3:45.00

小林　龍生 赤組 小3   51

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m  1:00.00
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岡部　華佳 赤組 中1   55

ｵｶﾍﾞ ﾊﾙｶ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    32.00

○4  100m  1:15.00

松江　瑛汰 赤組 小2   59

ﾏﾂｴ ｴｲﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m  1:00.00

○2   25m  1:10.00

工藤　堅仁 赤組 小3   60

ｸﾄﾞｳ ｹﾝﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    28.00

○2   50m    50.00

三浦　拓磨 赤組 小5   72

ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    38.00

○3  100m  1:50.00

高橋　海翔 赤組 小5   83

ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    40.00

○3   50m  1:05.00

虻川　　響 赤組 小5   84

ｱﾌﾞｶﾜ ﾋﾋﾞｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    14.00

○3   50m    31.00

笹川　祐人 赤組 小5   85

ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    28.00

○3   50m    57.00

石垣　稜歩 赤組 中1   91

ｲｼｶﾞｷ ﾘｮｳﾎ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    36.00

○4  100m  1:18.00

小出　遥俊 赤組 小4   93

ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾄｼ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    42.98

岩渕　幸穂 赤組   94

ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾁｵ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    37.00

○5  100m  1:20.00

神成裕太郎 赤組 中2  100

ｶﾝﾅﾘ ﾕｳﾀﾛｳ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    35.00

尾崎　翔太 赤組 中2  102

ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    28.00

畠山　　駿 赤組 中2  104

ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    31.00

山本　耕嗣 赤組 中1  106

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    38.00

佐藤　亮太 赤組 中1  108

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    38.00

伊藤　和花 赤組 小6  111

ｲﾄｳ ﾉﾄﾞｶ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    20.00

○3  100m  1:35.00

築館　龍生 赤組 小5  112

ﾁｸﾀﾞﾃ ﾘｭｳｾｲ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    40.00

○3  100m  1:25.00

工藤　知煕 赤組 中2  113

ｸﾄﾞｳ ﾄﾓｷ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    39.00

○4  100m  1:26.00

佐藤　爽央 赤組 小4  116

ｻﾄｳ ｱｷｵ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    27.64

○3   50m  1:04.06
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男子    1 赤組選抜小男子 ｱｶｼｮｳﾀﾞﾝｼ 学童    1 ○6 100m  1:30.00

女子    1 赤組選抜小女子 ｱｶｼｮｳｼﾞｮｼ 学童    2 ○6 100m  1:30.00

男子    1 赤組選抜中上男 ｱｶﾁｭｳｳｴﾀﾞﾝｼ 一般    3 ○6 100m  1:20.00

女子    1 赤組選抜中上女 ｱｶﾁｭｳｳｴｼﾞｮｼ 一般    4 ○6 100m  1:20.00

男子    1 赤組選抜小男子 ｱｶｼｮｳﾀﾞﾝｼ 学童    5 ○6 100m  1:30.00

女子    1 赤組選抜小女子 ｱｶｼｮｳｼﾞｮｼ 学童    6 ○6 100m  1:30.00

男子    1 赤組選抜中上男 ｱｶﾁｭｳｳｴﾀﾞﾝｼ 一般    7 ○6 100m  1:20.00

混合    1 桂城小 ｹｲｼﾞｮｳ 学童   19 ○6 100m  1:30.00

混合    1 桂城小 ｹｲｼﾞｮｳ 学童   20 ○6 100m  1:30.00

混合    1 大館城西小 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 学童   21 ○6 100m  1:30.00

混合    1 大館城西小 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 学童   22 ○6 100m  1:30.00

男子    1 おやじ２２８ ｵﾔｼﾞ228 一般   25 ○6 100m  1:30.00

男子    1 おやじ２２８ ｵﾔｼﾞ228 一般   26 ○6 100m  1:30.00


