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作成日：2018/3/25 TKS CO.,LTD. 1/13

No.1 女子　100m　マネキン・トゥ・ウィズフィン

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【1組】 ［A側スタート］

1

2 栗城　乃綾 ｸﾘｷ ﾉｱ TKS 中1 1:40.00 2:14.33

3 橋本　未央 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ 日体大 1:34.00 1:28.82

4 山本　めばえ ﾔﾏﾓﾄ ﾒﾊﾞｴ 銚子LC 大3 1:32.00 1:30.04

5 吉国　春菜 ﾖｼｸﾆ ﾊﾙﾅ 日体大 1:33.00

6 神宮司　好美 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｺﾉﾐ 銚子LC 大3 1:34.22 1:29.78

7

【2組】 ［B側スタート］

1 山本　沙良 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ 日体大 1:30.00

2 猪又　美佳 ｲﾉﾏﾀ ﾐｶ 茅ヶ崎 一般 1:30.00 1:21.76

3 小松　花穂 ｺﾏﾂ ﾊﾅﾐ 日体大 1:25.00

4 生澤　安裕美 ｲｹｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 日体大 1:25.00 1:25.41

5 清水　美咲  ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ 日体大 1:25.00 1:23.39

6 杉山　紅葉 ｽｷﾞﾔﾏ ｸﾚﾊ TKS 中1 1:26.75

7 藤井　こころ ﾌｼﾞｲ ｺｺﾛ 銚子LC 大2 1:30.00 1:27.61

【3組】 ［A側スタート］

1 岩切　愛実 ｲﾜｷﾘ　ｱｲﾐ 日体大荏原 高1 1:25.00 1:37.92

2 松村　美香 ﾏﾂﾑﾗ　ﾐｶ 日体大荏原 高1 1:23.00 1:36.63

3 片平　悠理亜メリッサ ｶﾀﾋﾗ ﾕﾘｱﾒﾘｯｻ 西浜SLSC 一般 1:21.00 1:24.10

4 蜂須　静香 ﾊﾁｽ ｼｽﾞｶ 日体大 1:20.00 1:24.46

5 中井　優波 ﾅｶｲ ﾕﾅ 日体大 1:20.00 1:23.44

6 浜地　沙羅 ﾊﾏｼﾞ ｻﾗ 西浜SLSC 新中1 1:23.00 1:22.08

7 小野　英里奈 ｵﾉ ｴﾘﾅ 日体大 1:24.00

【4組】 ［B側スタート］

1 伊藤　舞香 ｲﾄｳ ﾏｲｶ 日体大 1:20.00 1:39.51

2 小林　夢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒ 西浜SLSC 大1 1:20.00

3 鴨下　桃加 ｶﾓｼﾀ ﾓﾓｶ 日体大 1:19.00 1:16.48

4 高村　星 ﾀｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 辻堂LC 大1 1:14.20 1:17.80

5 小橋　桃子 ｺﾊﾞｼ ﾓﾓｺ 世田谷SA 中2 1:15.00 1:18.45

6 大熊　明日香 ｵｵｸﾏ ｱｽｶ 銚子LC 大2 1:20.00 1:28.03

7 大矢　幸恵 ｵｵﾔ　ﾕｷｴ 日体大荏原 高1 1:20.00 1:18.71

【5組】 ［A側スタート］

1 熊木　春乃 ｸﾏｷ　ﾊﾙﾉ 日体大荏原 高1 1:14.00 1:14.02

2 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 銚子LC 一般 1:12.00 1:16.60

3 石毛　杏奈 ｲｼｹﾞ ｱﾝﾅ 西浜SLSC 大1 1:09.90 1:16.09

4 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎 一般 1:04.00 1:06.70

5 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 大磯 一般 1:06.00 1:13.11

6 川隅　由貴 ｶﾜｽﾐ　ﾕｳｷ 日体大荏原 高1 1:11.00 1:16.87

7 杉崎　友梨 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾕﾘ 日体大 1:13.00 1:15.19

記録会の競技結果はこちらのウェブサイトから閲覧できます
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No.2 男子　100m　マネキン・トゥ・ウィズフィン

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【1組】 ［B側スタート］

1

2 小林　凌也 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾘｮｳﾔ 日体大荏原 高1 1:35.00 1:17.57

3 遠藤　七輝 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾅﾅｷ 日体大荏原 高1 1:34.00 1:25.37

4 西村　凌 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 銚子LC 大2 1:23.77

5 中里　秀平 ﾅｶｻﾞﾄ ｼｭｳﾍｲ 銚子LC 大3 1:27.53 1:20.33

6 山田　智也 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ TKS 中1 1:34.06 1:27.52

7

【2組】 ［A側スタート］

1 北澤　将吾 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 銚子LC 大2 1:23.00 1:18.94

2 下田　哉瑠 ｼﾓﾀﾞ　ｶﾅﾙ 日体大荏原 高1 1:20.00 1:17.61

3 岩本　一太 ｲﾜﾓﾄ ｲｯﾀ 世田谷SA 高2 1:18.11 1:13.02

4 石山　誉大 ｲｼﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 日体大 大1 1:17.50 1:18.01

5 辻本　佳起 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼｷ 日体大 大2 1:18.00 1:14.11

6 佐々木　奨 ｻｻｷ ﾀｽｸ 日体大 大1 1:18.46 1:16.44

7 市川　滋基 ｲﾁｶﾜ ｼｹﾞｷ 日体大 大1 1:21.00 1:17.37

【3組】 ［B側スタート］

1 軽部　将伍 ｶﾙﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 世田谷SA 中2 1:17.39 1:16.23

2 池沢　司 ｲｹｻﾞﾜ ﾂｶｻ 日体大 大1 1:17.50 1:20.67

3 西村　惇 ﾆｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 日体大 大1 1:15.98 1:13.68

4 信坂　宜希 ﾉﾌﾞｻｶ ﾖｼｷ 日体大 大1 1:15.00 1:15.73

5 阿部　雄斗 ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 日体大 大1 1:15.00 1:16.77

6 岩嵜　健太 ｲﾜｻｷ　ｹﾝﾀ 日体大荏原 高1 1:16.00 1:09.83

7 長田　兼弥 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝﾔ 日体大 大3 1:17.00 1:22.16

【4組】 ［A側スタート］

1 山崎　翔真 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 日体大 大1 1:15.00 1:18.97

2 芦名　優斗 ｱｼﾅ　ﾕｳﾄ 日体大荏原 高2 1:15.00 1:14.51

3 須加院　陸斗 ｽｶﾞｲﾝ　ﾘｸﾄ 日体大荏原 高1 1:12.00 1:12.18

4 比嘉　貴博 ﾋｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 銚子LC 大2 1:12.00 1:19.23

5 川上　康志郎 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾛｳ 日体大 大1 1:12.00 1:17.45

6 平野　湧也 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾔ 銚子LC 大2 1:13.00 1:13.86

7 梅林　寛人 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 銚子LC 一般 1:15.00 1:14.85

【5組】 ［B側スタート］

1 竹田　陸央 ﾀｹﾀﾞ ﾘｸｵ 銚子LC 大3 1:11.99 1:13.46

2 三好　雄稀 ﾐﾖｼ　ﾕｳｷ 日体大荏原 高2 1:10.00 1:18.33

3 糸井　成 ｲﾄｲ　ﾅﾙ 日体大荏原 高1 1:10.00 1:12.40

4 荒井　洋佑 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ 西浜SLSC 一般 1:10.00 1:03.89

5 石井　翔悟 ｲｼｲ ｼｮｳｺﾞ 成城学園LSC 高3 1:10.00 1:09.82

6 芹澤　勇作 ｾﾘｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 勝浦LSC 大2 1:10.86 1:10.77

7 小橋　廉太朗 ｺﾊﾞｼ ﾚﾝﾀﾛｳ 世田谷SA 中2 1:11.00 1:12.24
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No.2 男子　100m　マネキン・トゥ・ウィズフィン

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【6組】 ［A側スタート］

1 橋本　優真 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 日体大 大1 1:09.99 1:10.50

2 中川　健 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 辻堂LC 一般 1:09.00 1:11.60

3 武藤　尚志 ﾑﾄｳ ﾅｵﾕｷ 日体大 大1 1:09.00 1:10.42

4 徳応　涼輔 ﾄｸｵｳ ﾘｮｳｽｹ 日体大 大1 1:05.50 1:15.75

5 新井　大介 ｱﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 日体大 大2 1:06.00 1:06.80

6 佐藤　良亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 辻堂LC 大1 1:09.00 1:09.63

7 松村　稜 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳ 日体大 大1 1:09.99 1:11.30

【7組】 ［B側スタート］

1 渡邊　昂俊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 日体大 大3 1:05.50

2 佐藤　龍之介 ｻﾄｳ　ﾘｭｳﾉｽｹ 日体大荏原 高3 1:05.00 1:07.52

3 岩井　浩大 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 日体大 大3 1:05.00 1:03.51

4 井上　虎太郎 ｲﾉｳｴ ｺﾀﾛｳ 銚子LC 大3 1:02.00 1:02.53

5 野本　昂汰 ﾉﾓﾄ ｺｳﾀ 銚子LC 大3 1:03.50

6 岸　宏暉 ｷｼ ﾋﾛｷ 銚子LC 大3 1:05.00 1:13.19

7 小林　駿太 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀ 日体大 大3 1:05.50 1:11.17

【8組】 ［A側スタート］

1 高橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 和田浦 一般 1:02.00 1:02.99

2 佐々木　渉 ｻｻｷ ﾜﾀﾙ 下田 大2 1:00.00 1:00.48

3 篠田　智哉 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓﾔ 勝浦LSC 一般 0:57.45 0:56.01

4 西山 俊 ニシヤマ シュン 湯河原LSC 一般 0:54.00 0:54.28

5 安藤 秀 アンドウ スグル 湯河原LSC 一般 0:57.00 1:01.32

6 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 下田 一般 1:00.00 1:09.87

7 新川　将吾 ﾆｯｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 西浜SLSC 大2 1:01.00 1:03.33


