
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

平坂中 西尾中 吉良中学校

平坂中 西尾中 吉良中

(5-35-29) (6-15-53) (6-52-25)

西尾中 パル西尾 鶴城中男子

西尾中 パル西尾 鶴城中

(4-45-45) (5-08-08) (5-17-23)

西尾DSC　女240M パルメダカ ぎょっ

西尾DSC パルメダカ ぎょ

(3-14-73)新 (3-33-76)新 (3-38-25)新

パル西尾 西尾DSC　女159M

パル西尾 西尾DSC

(2-24-33) (2-25-88)

パル西尾 パルメダカ

パル西尾 パルメダカ

(2-14-45) (2-14-62)

パルメダカ パルメダカＢ

パルメダカ パルメダカ

(3-02-43)新 (3-25-06)新

西尾DSC　男160M ぎょっ

西尾DSC ぎょ

(2-12-76)新 (2-40-65)

パル西尾 西尾DSC　男159M パルメダカ

パル西尾 西尾DSC パルメダカ

(1-58-26) (2-10-46) (2-15-02)

パル西尾 パルメダカ

パル西尾 パルメダカ

(1-55-54)新 (1-58-40)

坪井　嬉依

パルメダカ

(2-53-88)

牧　英汰 長柄　秀真 岩﨑　隼

一色中 鶴城中 鶴城中

(2-05-58)新 (2-35-60) (3-00-10)

中学　男子　２００ｍ自由形

一般　男子　４✕５０ｍ
メドレーリレー　７２才以下

中学　女子　２００ｍ自由形

第68回西尾市市民体育大会　水泳競技(中学・一般)　結果

一般　女子　４✕５０ｍ
メドレーリレー　７３～１５９

一般　女子　４✕５０ｍ
メドレーリレー　２４０才以上

中学　男子　４✕１００ｍ
メドレーリレー

中学　女子　４✕１００ｍ
メドレーリレー

種　目　名

一般　男子　４✕５０ｍ
メドレーリレー　７３～１５９

一般　男子　４✕５０ｍ
メドレーリレー　１６０～２３９

一般　男子　４✕５０ｍ
メドレーリレー　２４０才以上

一般　女子　４✕５０ｍ
メドレーリレー　７２才以下



細川　まり子 杉浦　宏子

パルメダカ パルメダカ

(3-32-34)新 (4-54-29)新

岩瀬　敦子 名倉　けい子

ぎょ パルメダカ

(4-03-05) (4-26-43)

神谷　真粧美 加藤　しのぶ

パルメダカ パルメダカ

(3-29-76) (4-30-76)

名越　香穂

パル西尾

(2-21-69)新

谷風　有梨 藤澤　恵 松嵜　那歩

パル西尾 パル西尾 西尾DSC

(2-16-97) (2-25-41) (2-55-05)

小嶋　信悟

西尾DSC

(5-02-95)

堀　徳浩 鈴木　章弘 大村　文武

パルメダカ パルメダカ ぎょ

(3-10-41) (3-10-56) (3-17-88)

谷風　裕之 荻久保　清 後藤　広晴

パルメダカ パル西尾 パルメダカ

(3-00-26) (3-26-02) (3-27-48)

小嶋　正人

西尾DSC

(2-46-67)

手島　裕一 松井　佑介

パルメダカ パルメダカ

(2-23-48) (3-20-00)

駒宮　芳明

パル西尾

(2-23-82)

市野　笑獅 田中　遙人

パル西尾 パルメダカ

(2-02-75) (2-26-70)

石川　日葉里 鈴木　沙蘭 岩永　望来

西尾中 パル西尾 平坂中

(1-21-89) (1-36-71) (1-36-71)

中学　女子　１００ｍ平泳ぎ

一般　男子　２００ｍ自由形
５０才代

一般　男子　２００ｍ自由形
４０才代

一般　男子　２００ｍ自由形
３０才代

一般　男子　２００ｍ自由形
１９～２９才

一般　男子　２００ｍ自由形
１８才以下

一般　男子　２００ｍ自由形
６０才代

一般　女子　２００ｍ自由形
１９～２９才

一般　女子　２００ｍ自由形
１８才以下

一般　男子　２００ｍ自由形
７０才代

一般　女子　２００ｍ自由形
７０才代

一般　女子　２００ｍ自由形
６０才代

一般　女子　２００ｍ自由形
５０才代



柴田　空侍狼 大田　雄輔 中川　永都

西尾中 パル西尾 鶴城中

(1-13-32) (1-19-25) (1-24-94)

曽根　妃陽

西尾中

(1-28-70)

大田　廉都 大竹　桂碁 中村　優汰

パル西尾 パル西尾 一般

(1-09-85) (1-15-80) (1-26-24)

樅山　千鶴子

西尾DSC

(1-01-29)

三矢　清美 岡部　千波 名倉　けい子

ぎょ パルメダカ パルメダカ

(50-94)新 (55-53) (1-09-50)

石川　ひとみ

パルメダカ

(51-73)

牧　直美 西村　千鶴

パル西尾 パル西尾

(46-71) (52-03)

二村　久美子

パル西尾

(44-53)

上野　紗知 杉浦　綾香

パル西尾 パルメダカ

(38-81)新 (40-70)新

野村　信一郎

パル西尾

(1-07-46)

竹本　廣

パルメダカ

(52-39)

星野　利満 村上　一人 杉浦　高之

ぎょ

(42-13) (42-24) (47-64)

羽佐田　由之 杉浦　克彦

西尾DSC チームカレイ

(38-74) (50-66)

一般　男子　５０ｍ平泳ぎ
８０才以上

一般　男子　５０ｍ平泳ぎ
７０才代

一般　男子　５０ｍ平泳ぎ
６０才代

一般　男子　５０ｍ平泳ぎ
５０才代

一般　女子　５０ｍ平泳ぎ
６０才代

一般　女子　５０ｍ平泳ぎ
５０才代

一般　女子　５０ｍ平泳ぎ
４０才代

一般　女子　５０ｍ平泳ぎ
３０才代

一般　女子　５０ｍ平泳ぎ
１９～２９才

一般　女子　５０ｍ平泳ぎ
７０才代

中学　男子　１００ｍ平泳ぎ

一般　女子　１００ｍ平泳ぎ
１８才以下

一般　男子　１００ｍ平泳ぎ
１８才以下



古橋　一也 鳥居　彰則

パル西尾 西尾DSC

(40-42) (40-77)

手島　裕一 名倉　彰紀 松井　佑介

パルメダカ 西尾DSC パルメダカ

(34-50) (37-92) (46-00)

菊地　逸平 榎本　勇雅 中居　司

パル西尾 西尾DSC

(31-49)新 (36-91) (42-18)

鶴田　愛海 青山　芽加 今井　結彩

パルメダカ 西尾中 吉良中

(1-15-02) (1-15-66) (1-30-40)

鈴木　桜太 高橋　穂積 犬塚　燦

西尾中 西尾DSC 平坂中

(1-08-37) (1-09-72) (1-13-29)

後藤　晴妃 浅野　陽香

パルメダカ パル西尾

(1-10-71)新 (1-22-61)

井野　拓哉 下村　桜己 吉田　虎乃介

パル西尾 GOLDCLUB 西尾DSC

(1-03-32)新 (1-10-11) (1-17-44)

山田　シゲ子 樅山　千鶴子

西尾DSC 西尾DSC

(52-70) (1-00-22)

鈴木　敦子 髙須　美奈子

ぎょ パルメダカ

(57-36) (1-01-01)

加藤　しのぶ

パルメダカ

(59-71)

西村　千鶴 後藤　千恵

パル西尾 パルメダカ

(52-38) (55-39)

清水　綾香

西尾DSC

(40-91)

大見　鋭雄

パルメダカ

(54-93)

一般　女子　５０ｍ背泳ぎ
１９～２９才

一般　男子　５０ｍ背泳ぎ
８０才以上

一般　女子　５０ｍ背泳ぎ
７０才代

一般　女子　５０ｍ背泳ぎ
６０才代

一般　女子　５０ｍ背泳ぎ
５０才代

一般　女子　５０ｍ背泳ぎ
４０才代

一般　男子　５０ｍ平泳ぎ
１９～２９才

中学　女子　１００ｍ背泳ぎ

中学　男子　１００ｍ背泳ぎ

一般　女子　１００ｍ背泳ぎ
１８才以下

一般　男子　１００ｍ背泳ぎ
１８才以下

一般　男子　５０ｍ平泳ぎ
３０才代

一般　男子　５０ｍ平泳ぎ
４０才代



竹本　廣 片山　幸平

パルメダカ パルメダカ

(53-04) (1-28-98)

江本　省次

西水協

(40-65)

下村　利徳 稲垣　正人

GOLDCLUB

(38-64) (39-26)

樅山　浩伸 小嶋　正人

西尾DSC

(35-30) (37-16)

久保　彰広

ぎょ

(45-67)

古居　達弥 豊原　大貴

パル西尾 西尾DSC

(30-74) (31-39)

志田　葵

平坂中

(2-40-15)

鈴木　桜太 柴田　空侍狼 中川　永都

西尾中 西尾中 鶴城中

(2-22-49) (2-29-75) (2-50-85)

浅野　陽香

パル西尾

(2-54-55)

市野　笑獅 大田　廉都 土田　理久哉

パル西尾 パル西尾 吉良中

(2-16-34)新 (2-26-60) (3-05-04)

志田　葵 青山　芽加 石川　日葉里

平坂中 西尾中 西尾中

(29-60) (29-66) (31-11)

天野　朝之 尾崎　太星 大田　雄輔

パル西尾 パル西尾 パル西尾

(30-12) (30-47) (30-48)

山田　シゲ子 神谷　順子 杉浦　宏子

西尾DSC パル西尾 パルメダカ

(46-90) (55-68) (1-00-85)

一般　男子　２００ｍ
個人メドレー　１８才以下

中学　女子　５０ｍ自由形

中学　男子　５０ｍ自由形

一般　女子　５０ｍ自由形
７０才代

一般　女子　２００ｍ
個人メドレー　１８才以下

一般　男子　５０ｍ背泳ぎ
４０才代

一般　男子　５０ｍ背泳ぎ
３０才代

一般　男子　５０ｍ背泳ぎ
１９～２９才

中学　女子　２００ｍ
個人メドレー

中学　男子　２００ｍ
個人メドレー

一般　男子　５０ｍ背泳ぎ
７０才代

一般　男子　５０ｍ背泳ぎ
６０才代

一般　男子　５０ｍ背泳ぎ
５０才代



三矢　清美 髙須　美奈子 鈴木　敦子

ぎょ パルメダカ ぎょ

(40-27) (43-74) (44-39)

前野　園子

パル西尾

(55-64)

上田才　彩子

西尾DSC

(35-36)

磯部　祥子 栁田　晃奈 横田　景子

パル西尾 パルメダカ パルメダカ

(32-08) (36-34) (36-35)

豊原　理乃 本多　陽咲 上野　紗知

西尾DSC パルメダカ パル西尾

(30-65) (30-93) (31-00)

犬塚　瞳 後藤　晴妃 藤澤　恵

パル西尾 パルメダカ パル西尾

(28-87)新 (29-79) (30-46)

大見　鋭雄

パルメダカ

(49-33)

岡部　孝義 杉浦　久和 片山　幸平

パルメダカ パル西尾 パルメダカ

(42-27) (43-27) (50-53)

村上　一人 大村　文武 角谷　祥吾

ぎょ 西尾DSC

(37-18) (37-41) (37-51)

長谷　健治 稲垣　正人 谷風　裕之

ぎょ パルメダカ

(29-80) (31-39) (37-28)

鳥居　彰則 松﨑　義則 鈴木　智士

西尾DSC 西尾DSC 吉良中

(28-52) (29-64) (33-78)

杉本　翔太郎

パルメダカ

(30-14)

東　克行 吉田　義城 剱　敦史

パル西尾 パル西尾 パル西尾

(27-43) (28-08) (29-35)

一般　男子　５０ｍ自由形
３０才代

一般　男子　５０ｍ自由形
１９～２９才

一般　男子　５０ｍ自由形
８０才以上

一般　男子　５０ｍ自由形
７０才代

一般　男子　５０ｍ自由形
６０才代

一般　男子　５０ｍ自由形
５０才代

一般　男子　５０ｍ自由形
４０才代

一般　女子　５０ｍ自由形
１８才以下

一般　女子　５０ｍ自由形
６０才代

一般　女子　５０ｍ自由形
５０才代

一般　女子　５０ｍ自由形
４０才代

一般　女子　５０ｍ自由形
３０才代

一般　女子　５０ｍ自由形
１９～２９才



本多　将英 小串　永遠 西谷　陽登

パルメダカ パルメダカ パルメダカ

(25-53) (26-05) (26-96)

磯谷　友希 西谷　あかり 岩永　望来

平坂中 パルメダカ 平坂中

(1-10-33) (1-11-28) (1-18-09)

左右田　奏 田中　壮吾 犬塚　燦

西尾中 西尾DSC 平坂中

(1-00-99) (1-02-89) (1-04-71)

永田　あおい

パルメダカ

(1-06-68)

小串　永遠 石川　優生 長谷川　一太

パルメダカ パル西尾 パルメダカ

(58-67) (1-01-67) (1-04-59)

牧　英汰 左右田　奏 天野　朝之

一色中 西尾中 パル西尾

(1-01-60) (1-03-09) (1-13-07)

谷風　有梨 犬塚　瞳 日比野　観月

パル西尾 パル西尾 西尾DSC

(1-06-22)新 (1-08-18)新 (1-11-53)

石川　陽樹 西谷　陽登 村松　優作

パル西尾 パルメダカ パルメダカ

(1-02-23) (1-03-33) (1-04-76)

細川　まり子

パルメダカ

(54-81)新

西川　恭子 岡部　千波

西尾DSC パルメダカ

(48-26) (1-01-92)

石川　ひとみ

パルメダカ

(52-83)

名越　香穂 小林　千紗

パル西尾 パルメダカ

(30-94)新 (35-33)

岡部　孝義

パルメダカ

(1-07-60)

一般　女子　５０ｍ
バタフライ　１９～２９才

一般　男子　５０ｍ
バタフライ　７０才代

一般　女子　５０ｍ
バタフライ　７０才代

一般　女子　５０ｍ
バタフライ　６０才代

一般　女子　５０ｍ
バタフライ　５０才代

一般　男子　１００ｍ自由形
１８才以下

中学　男子　１００ｍ
バタフライ

一般　女子　１００ｍ
バタフライ　１８才以下

一般　男子　１００ｍ
バタフライ　１８才以下

一般　女子　１００ｍ自由形
１８才以下

一般　男子　５０ｍ自由形
１８才以下

中学　女子　１００ｍ自由形

中学　男子　１００ｍ自由形



鈴木　章弘 星野　利満 稲垣　大蔵

パルメダカ ぎょ パルメダカ

(39-78) (45-82) (1-06-68)

長谷　健治 荻久保　清 後藤　広晴

ぎょ パル西尾 パルメダカ

(32-91) (39-25) (45-93)

吉田　尚希

小原建設

(44-42)

名倉　彰紀 久保　彰広

西尾DSC ぎょ

(29-68) (41-33)

菊地　逸平 駒宮　芳明 久慈　瞳生

パル西尾 パル西尾 パル西尾

(27-14) (28-98) (29-29)

平坂中A 西尾中 鶴城中女子

平坂中 西尾中 鶴城中

(4-53-93) (5-30-89) (6-01-13)

西尾中 鶴城中男子 パル西尾

西尾中 鶴城中 パル西尾

(4-22-39) (4-35-87) (4-41-52)

パルメダカ ぎょっ

パルメダカ ぎょ

(2-52-43)新 (2-57-51)新

パル西尾

パル西尾

(2-35-91)

パル西尾 西尾DSC　女159F パルメダカ

パル西尾 西尾DSC パルメダカ

(2-08-69) (2-09-11) (2-21-29)

パル西尾 パルメダカ

パル西尾 パルメダカ

(1-57-61)新 (2-03-19)

パルメダカ 西尾DSC　男240F

パルメダカ 西尾DSC

(2-30-02)新 (2-33-60)新

西尾DSC　男160F ぎょっ

西尾DSC ぎょ

(1-57-51) (2-24-01)

一般　女子　４✕５０ｍ
フリーリレー　１６０～２３９

一般　女子　４✕５０ｍ
フリーリレー　７３～１５９

一般　女子　４✕５０ｍ
フリーリレー　７２才以下

一般　男子　４✕５０ｍ
フリーリレー　２４０才以上

一般　男子　４✕５０ｍ
フリーリレー　１６０～２３９

一般　女子　４✕５０ｍ
フリーリレー　２４０才以上

一般　男子　５０ｍ
バタフライ　４０才代

一般　男子　５０ｍ
バタフライ　３０才代

一般　男子　５０ｍ
バタフライ　１９～２９才

中学　女子　４✕１００ｍ
フリーリレー

中学　男子　４✕１００ｍ
フリーリレー

一般　男子　５０ｍ
バタフライ　６０才代

一般　男子　５０ｍ
バタフライ　５０才代



パル西尾 西尾DSC　男159F GOLD　CLUB

パル西尾 西尾DSC GOLDCLUB

(1-47-92) (1-57-21) (1-57-35)

パルメダカ パル西尾

パルメダカ パル西尾

(1-43-38) (1-47-07)

一般　男子　４✕５０ｍ
フリーリレー　７３～１５９

一般　男子　４✕５０ｍ
フリーリレー　７２才以下


