
NO．１

競 技 名 ：  中学生・一般の部

第１位 第２位 第３位

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

所属・学校名など 所属・学校名など 所属・学校名など

タイム タイム タイム

鶴城中 西尾中 平坂中

鶴城中 西尾中 平坂中

(5-05-88) (5-30-17) (5-45-40)

平坂中 鶴城中 一色中

平坂中 鶴城中 一色中

(4-59-18) (5-03-83) (5-28-39)

パル西尾A パル西尾B パルメダカ

パル西尾 パル西尾 パルメダカ

(2-09-47)新 (2-14-40) (2-18-89)

パル西尾D パルメダカＢ パルメダカＣ

パル西尾 パルメダカ パルメダカ

(2-57-93) (3-12-28) (3-28-95)

パル西尾A パル西尾D パル西尾E

パル西尾 パル西尾 パル西尾

(1-56-52) (1-57-33) (2-01-23)

パルメダカ パルメダカＢ

パルメダカ パルメダカ

(2-16-61) (2-25-96)

パルメダカ 西尾DSC ぎょ

パルメダカ 西尾DSC ぎょ

(2-15-03) (2-22-61) (2-53-28)

谷風　有梨 木村　日南 椙山　清香

鶴城中 西尾中 平坂中

(2-17-26)新 (2-25-12) (3-01-99)

渡辺　隼基 金原　弦汰 田中　遙人

鶴城中 平坂中 鶴城中

(2-26-85) (2-31-22) (2-36-90)

名越　香穂 冨永　真心

パル西尾 パル西尾

(2-15-64)新 (2-49-28) （　　　　　　　　　）

冨永　志保

パルメダカ

(3-26-25) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

神谷　真粧美 岩瀬　敦子 加藤　しのぶ

パルメダカ ぎょ パルメダカ

(3-17-31) (3-57-68) (4-08-34)

４．一般男子４ｘ５０Mメドレーリレー
72下

４．一般男子４ｘ５０Mメドレーリレー
159下

４．一般男子４ｘ５０Mメドレーリレー
160上

５．中学女子２００Ｍ自由形

６．中学男子２００Ｍ自由形

７．一般女子２００M自由形
18下

種　目　名

１．中学女子４ｘ１００Ｍメドレーリレー
中学

２．中学男子４ｘ１００Ｍメドレーリレー
中学

３．一般女子４ｘ５０Mメドレーリレー
72下

３．一般女子４ｘ５０Mメドレーリレー
160上

７．一般女子２００M自由形
30代

７．一般女子２００M自由形
50代
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NO．２

第１位 第２位 第３位

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

所属・学校名など 所属・学校名など 所属・学校名など

タイム タイム タイム

細川　まり子 名倉　けい子

パルメダカ パルメダカ

(3-28-41) (4-23-63) （　　　　　　　　　）

杉浦　宏子

パルメダカ

(4-55-58) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

久慈　瞳生 柴田　京侍

パル西尾 西尾DSC

(2-11-44) (2-12-65) （　　　　　　　　　）

手島　裕一 駒宮　芳明

パルメダカ パル西尾

(2-25-30) (2-35-11) （　　　　　　　　　）

林　彰久 小嶋　正人 石附　大和

パルメダカ 西尾DSC ＡＷ

(2-45-50) (2-51-53) (3-11-53)

水田　悠 谷風　裕之 後藤　広晴

ＡＷ パル西尾 パルメダカ

(2-46-61) (3-02-16) (3-30-59)

長谷　健治 鈴木　章弘 田代　宏明

パルメダカ パルメダカ パルメダカ

(2-36-75)新 (3-16-13) (3-59-92)

大村　文武 近藤　昭夫 稲垣　大蔵

ぎょ パルメダカ パルメダカ

(3-13-65) (3-39-79) (4-11-27)

小林　治

パルメダカ

(3-44-70) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

杉浦　愉羅 伊藤　梨彩 小倉　光稀

一色中 鶴城中 西尾中

(1-19-48)新 (1-19-63)新 (1-42-10)

本多　将英 大竹　桂碁 永田　涼

鶴城中 一色中 平坂中

(1-17-52) (1-22-66) (1-34-62)

上野　紗知 朝岡　真夕 杉浦　綾香

パル西尾 パル西尾 パルメダカ

(1-19-56) (1-23-75) (1-24-43)

７．一般女子２００M自由形
70代

８．一般男子２００M自由形
18下

８．一般男子２００M自由形
29下

８．一般男子２００M自由形
30代

８．一般男子２００M自由形
40代

８．一般男子２００M自由形
50代

種　目　名

７．一般女子２００M自由形
60代

１１．一般女子１００M平泳ぎ
18下

８．一般男子２００M自由形
60代

８．一般男子２００M自由形
70代

９．中学女子１００Ｍ平泳ぎ

１０．中学男子１００Ｍ平泳ぎ
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NO．３

第１位 第２位 第３位

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

所属・学校名など 所属・学校名など 所属・学校名など

タイム タイム タイム

菊地　逸平 野村　颯真 大田　廉都

パル西尾 パル西尾 パル西尾

(1-07-05) (1-12-23) (1-14-37)

山本　瀬梨香

パル西尾

(49-90) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

二村　久美子 市川　祐子

パル西尾 パルメダカ

(43-93) (47-18) （　　　　　　　　　）

高須　雅恵

パルメダカ

(50-57) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

三矢　清美 岩月　紀代美 石川　ひとみ

ぎょ パルメダカ パルメダカ

(48-83) (51-94) (53-00)

岡部　千波 鳥居　悦子 名倉　けい子

パルメダカ パルメダカ パルメダカ

(54-24) (1-00-32) (1-06-87)

樅山　千鶴子 神谷　順子

西尾DSC パル西尾

(57-14) (1-13-53) （　　　　　　　　　）

伊藤　浩一 榎本　勇雅 雪吹　拓真

パル西尾 パル西尾

(32-07) (35-33) (36-92)

鳥居　彰則 青山　圭孝 松井　佑介

西尾DSC パルメダカ パルメダカ

(39-65) (40-29) (44-24)

中根　建次

西尾DSC

(40-85) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

工藤　城治 羽佐田　由之 杉浦　克彦

パルメダカ 西尾DSC チームカレイ

(37-74) (38-96) (45-09)

村上　一人 星野　利満 江本　省次

ぎょ ぎょ 西水協

(40-15) (41-10) (46-31)

１２．一般男子１００M平泳ぎ
18下

１３．一般女子５０M平泳ぎ
29下

１３．一般女子５０M平泳ぎ
30代

１３．一般女子５０M平泳ぎ
40代

１３．一般女子５０M平泳ぎ
 50代

種　目　名

１４．一般男子５０M平泳ぎ
40代

１４．一般男子５０M平泳ぎ
50代

１４．一般男子５０M平泳ぎ
60代

１３．一般女子５０M平泳ぎ
 60代

１３．一般女子５０M平泳ぎ
70代

１４．一般男子５０M平泳ぎ
29下

１４．一般男子５０M平泳ぎ
30代
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NO．４

第１位 第２位 第３位

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

所属・学校名など 所属・学校名など 所属・学校名など

タイム タイム タイム

中根　邦夫 小林　治

パル西尾 パルメダカ

(52-60) (58-09) （　　　　　　　　　）

中村　美姫 犬塚　瞳 金目　蒼生

西尾中 平坂中 鶴城中

(1-14-62) (1-17-85) (1-25-78)

石川　陽樹 阿久津　遥大 新美　栞汰

西尾中 平坂中 鶴城中

(1-11-96) (1-20-93) (1-32-00)

杉浦　愛姫 本多　陽咲 鈴木　咲耶

パル西尾 パルメダカ パル西尾

(1-12-00)新 (1-20-00) (1-40-45)

下村　桜己 井野　拓哉

ゴールドC パル西尾

(1-08-16) (1-21-55) （　　　　　　　　　）

泉田　葵 中嶋　里実 礒貝　綾香

パル西尾 あいちリハ パルメダカ

(33-11)新 (35-29) (40-04)

市川　祐子

パルメダカ

(43-06) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

三坂　千景 加藤　しのぶ 石川　貴美子

パル西尾 パルメダカ パルメダカ

(38-65) (57-41) (1-02-75)

岡部　千波 髙須　美奈子 杉浦　京子

パルメダカ パルメダカ パルメダカ

(56-31) (1-04-02) (1-11-31)

樅山　千鶴子

西尾DSC

(59-14) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

鈴木　陽太 鈴木　康介

西尾DSC パルメダカ

(31-91) (41-84) （　　　　　　　　　）

小嶋　正人

西尾DSC

(36-27) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

１４．一般男子５０M平泳ぎ
70代

１５．中学女子１００Ｍ背泳ぎ

種　目　名

２０．一般男子５０M背泳ぎ
30代

１９．一般女子５０M背泳ぎ
50代

１９．一般女子５０M背泳ぎ
60代

１９．一般女子５０M背泳ぎ
70代

２０．一般男子５０M背泳ぎ
29下

１６．中学男子１００Ｍ背泳ぎ

１７．一般女子１００M背泳ぎ
18下

１８．一般男子１００M背泳ぎ
18下

１９．一般女子５０M背泳ぎ
29下

１９．一般女子５０M背泳ぎ
30代
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NO．５

第１位 第２位 第３位

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

所属・学校名など 所属・学校名など 所属・学校名など

タイム タイム タイム

樅山　浩伸 下村　敏弘 谷風　裕之

ゴールドC パル西尾

(34-96) (36-77) (55-22)

犬塚　淳 羽佐田　透一

チームカレイ パル西尾

(42-62) (47-08) （　　　　　　　　　）

江本　省次 近藤　昭夫

西水協 パルメダカ

(40-20) (51-90) （　　　　　　　　　）

大見　鋭雄

パルメダカ

(53-52) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

橋本　芽

西尾中

(3-03-56) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

加藤　僚 柴田　秀真 黒部　啓斗

吉良中 一色中 吉良中

(3-10-52) (3-15-21) (3-24-72)

菊地　逸平 野村　颯真

パル西尾 パル西尾

(2-21-47) (2-33-28) （　　　　　　　　　）

山﨑　萌瑛 伴　絢菜 今村　優月

平坂中 一色中 一色中

(29-38)新 (31-80) (35-10)

山本　圭人 髙山　翼 早川　裕真

一色中 西尾中 吉良中

(29-46) (31-71) (33-90)

藤澤　恵 名越　香穂 杉浦　愛姫

パル西尾 パル西尾 パル西尾

(29-37) (29-38) (29-94)

榎本　茉里 鈴木　明寿美 調子　有華

パルメダカ パル西尾 パル西尾

(32-61) (34-04) (35-20)

二村　久美子

パル西尾

(35-14) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

２０．一般男子５０M背泳ぎ
40代

２０．一般男子５０M背泳ぎ
50代

２０．一般男子５０M背泳ぎ
60代

種　目　名

２６．中学男子５０Ｍ自由形

２７．一般女子５０M自由形
18下

２７．一般女子５０M自由形
29下

２７．一般女子５０M自由形
30代

２０．一般男子５０M背泳ぎ
80上

２１．中学女子２００Ｍ個人メドレー

２２．中学男子２００Ｍ個人メドレー

２４．一般男子２００M個人メドレー
18下

２５．中学女子５０Ｍ自由形
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NO．６

第１位 第２位 第３位

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

所属・学校名など 所属・学校名など 所属・学校名など

タイム タイム タイム

池田　範子 高須　雅恵 岡田　宏美

パル西尾 パルメダカ パル西尾

(32-86)新 (37-93) (39-60)

三矢　清美 神谷　真粧美 小島　庸子

ぎょ パルメダカ ぎょ

(39-81) (40-59) (48-52)

鈴木　敦子 髙須　美奈子 手嶋　智恵子

ぎょ パルメダカ

(43-81) (45-28) (45-32)

杉浦　宏子

パルメダカ

(55-40) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

鈴木　颯介 平田　直也 大田　陸弥

パルメダカ パル西尾 パル西尾

(26-92) (27-08) (27-21)

東　克行 鈴木　陽太 大石　剛瑠

パル西尾 西尾DSC パル西尾

(25-45)新 (26-53) (26-87)

鳥居　彰則 杉山　純也 林　彰久

西尾DSC あいちリハ パルメダカ

(28-33) (28-48) (29-28)

桑原　伸明 下村　敏弘

パル西尾 ゴールドC

(28-85) (30-16) （　　　　　　　　　）

松井　高公 牧　義浩 田代　宏明

西尾DSC チームカレイ パルメダカ

(35-74) (35-81) (41-14)

角谷　祥吾 村上　一人 大村　文武

西尾DSC ぎょ ぎょ

(35-54) (35-81) (36-86)

中根　邦夫 小嶋　信悟 野口　正美

パル西尾 西尾DSC パル西尾

(45-06) (46-83) (48-60)

大見　鋭雄

パルメダカ

(46-47) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

２７．一般女子５０M自由形
40代

２７．一般女子５０M自由形
50代
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２８．一般男子５０M自由形
30代

２８．一般男子５０M自由形
40代

２８．一般男子５０M自由形
50代

２８．一般男子５０M自由形
60代

２８．一般男子５０M自由形
70代

２８．一般男子５０M自由形
80上

種　目　名

２７．一般女子５０M自由形
60代

２７．一般女子５０M自由形
70代

２８．一般男子５０M自由形
18下

２８．一般男子５０M自由形
29下



NO．７

第１位 第２位 第３位

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

所属・学校名など 所属・学校名など 所属・学校名など

タイム タイム タイム

中村　胡春 野々山　涼香 山本　果歩

平坂中 平坂中 西尾中

(1-15-18) (1-18-54) (1-23-11)

下村　桃己 石川　優生 佐竹　皇輝

西尾中 一色中 鶴城中

(1-05-05) (1-07-51) (1-17-04)

藤澤　恵 三浦　遥奈 宇津巻　未沙

パル西尾 パル西尾 パルメダカ

(1-03-87) (1-07-33) (1-07-90)

大田　陸弥 永田　翔真 永田　勇起

パル西尾 パル西尾 パル西尾

(1-00-09) (1-06-21) (1-22-24)

日比野　観月

鶴城中

(1-11-04) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

山田　健輔 吉田　虎乃介 山﨑　蒼大

平坂中 鶴城中 平坂中

(1-03-58) (1-16-21) (1-28-24)

谷風　佑香 小林　千紗 永田　愛佳

パル西尾 パルメダカ パル西尾

(1-08-39) (1-15-87) (1-24-14)

杉浦　桜介 平田　直也 稲垣　晴

パル西尾 パル西尾 パル西尾

(1-03-99) (1-04-31) (1-07-21)

中嶋　里実

あいちリハ

(34-54) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

冨永　志保

パルメダカ

(46-58) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

石川　ひとみ

パルメダカ

(50-53) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

細川　まり子 手嶋　智恵子

パルメダカ

(49-39) (54-67) （　　　　　　　　　）
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３４．中学男子１００Ｍバタフライ

３５．一般女子１００Mバタフライ
中学

３６．一般男子１００Mバタフライ
中学

３７．一般女子５０Mバタフライ
29下

３７．一般女子５０Mバタフライ
30代

２９．中学女子１００Ｍ自由形

種　目　名

３０．中学男子１００Ｍ自由形

３１．一般女子１００M自由形
18下

３２．一般男子１００M自由形
18下

３３．中学女子１００Ｍバタフライ

３７．一般女子５０Mバタフライ
50代

３７．一般女子５０Mバタフライ
60代



NO．８

第１位 第２位 第３位

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

所属・学校名など 所属・学校名など 所属・学校名など

タイム タイム タイム

伊藤　浩一 東　克行 駒宮　芳明

パル西尾 パル西尾 パル西尾

(26-95) (27-03) (28-71)

鈴木　誠哉 青山　圭孝

パルメダカ パルメダカ

(30-14) (31-25) （　　　　　　　　　）

桒原　拓馬 後藤　広晴

パルメダカ

(37-12) (45-53) （　　　　　　　　　）

長谷　健治 荻久保　清 鈴木　章弘

パルメダカ EST西尾 パルメダカ

(32-56) (38-06) (41-19)

星野　利満 稲垣　大蔵

ぎょ パルメダカ

(44-27) (1-03-22) （　　　　　　　　　）

野口　正美

パル西尾

(1-03-56) （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

鶴城中 西尾中 平坂中

鶴城中 西尾中 平坂中

(4-39-60) (4-45-95) (4-48-52)

平坂中 鶴城中 西尾中

平坂中 鶴城中 西尾中

(4-28-30) (4-31-02) (4-38-46)

パル西尾A パルメダカ パル西尾B

パル西尾 パルメダカ パル西尾

(1-57-66)新 (2-04-04) (2-05-77)

パル西尾C あいちリハ病院

パル西尾 あいちリハ

(2-16-12) (3-03-76) （　　　　　　　　　）

パルメダカＢ パルメダカ ぎょ

パルメダカ パルメダカ ぎょ

(2-31-55) (2-47-40) (2-58-63)

パル西尾D パル西尾B

パル西尾 パル西尾

(1-51-37) (1-52-95) （　　　　　　　　　）

第６５回西尾市市民体育大会　　水泳競技　結果

４２．一般男子４ｘ５０Mフリーリレー
72下

３９．中学女子４ｘ１００Ｍフリーリレー

４０．中学男子４ｘ１００Ｍフリーリレー

４１．一般女子４ｘ５０Mフリーリレー
72下

４１．一般女子４ｘ５０Mフリーリレー
159下

４１．一般女子４ｘ５０Mフリーリレー
160上

３８．一般男子５０Mバタフライ
 30代

３８．一般男子５０Mバタフライ
40代

３８．一般男子５０Mバタフライ
50代

３８．一般男子５０Mバタフライ
60代

３８．一般男子５０Mバタフライ
70代

種　目　名

３８．一般男子５０Mバタフライ
 29下



NO．９

第１位 第２位 第３位

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

所属・学校名など 所属・学校名など 所属・学校名など

タイム タイム タイム

パル西尾A 西尾DSC パルメダカＢ

パル西尾 西尾DSC パルメダカ

(1-44-00) (1-52-64) (1-59-21)

パルメダカ ぎょ パルメダカＢ

パルメダカ ぎょ パルメダカ

(2-05-32) (2-35-85) (2-36-55)

４２．一般男子４ｘ５０Mフリーリレー
159下

４２．一般男子４ｘ５０Mフリーリレー
 160上

第６５回西尾市市民体育大会　　水泳競技　結果

種　目　名


