
第5回プール競技記録会 Result

作成日：2018/3/25 TKS CO.,LTD. 4/14

No.3 女子　50m　障害物スイム

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【1組】

1

2 猪又　美佳 ｲﾉﾏﾀ ﾐｶ 茅ヶ崎 一般 0:47.00 0:41.35

3 石井　優愛 ｲｼｲ ﾕｳﾅ 成城学園LSC 高2 0:36.00 0:38.02

4 小橋　桃子 ｺﾊﾞｼ ﾓﾓｺ 世田谷SA 中2 0:33.00 0:34.05

5 浜地　沙羅 ﾊﾏｼﾞ ｻﾗ 西浜SLSC 新中1 0:34.00 0:35.13

6 杉山　紅葉 ｽｷﾞﾔﾏ ｸﾚﾊ TKS 中1 0:39.88

7 栗城　乃綾 ｸﾘｷ ﾉｱ TKS 中1 0:48.92 0:51.46

No.4 男子　50m　障害物スイム

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【1組】

1

2 大川　佳太 ｵｵｶﾜ ｹｲﾀ 西浜SLSC 大1 0:50.00 0:35.67

3 岩本　一太 ｲﾜﾓﾄ ｲｯﾀ 世田谷SA 高2 0:37.18 0:35.44

4 長谷川　正樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 成城学園LSC 高2 0:36.00 0:36.72

5 軽部　将伍 ｶﾙﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 世田谷SA 中2 0:36.30 0:34.26

6 山田　智也 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ TKS 中1 0:39.01 0:37.16

7

【2組】

1 小俣　柚椰 ｵﾏﾀ ﾕｳﾔ 成城学園LSC 高3 0:35.00 0:34.08

2 谷田　和也 ﾀﾆﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 勝浦LSC 大2 0:28.57 0:28.92

3 森野　郁也 ﾓﾘﾉ　ﾌﾐﾔ 日体大荏原 高3 0:27.44 0:28.54

4 佐藤　良亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 辻堂LC 大1 0:26.50 0:27.52

5 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 下田 一般 0:27.00 0:28.85

6 徳応　涼輔 ﾄｸｵｳ ﾘｮｳｽｹ 日体大 大1 0:28.00 0:29.33

7 小橋　廉太朗 ｺﾊﾞｼ ﾚﾝﾀﾛｳ 世田谷SA 中2 0:30.00 0:31.56

No.5 女子　200m　障害物スイム

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【1組】

1

2

3

4

5

6

7

【2組】

1

2 橋本　未央 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ 日体大 3:40.00 4:04.55

3 中井　優波 ﾅｶｲ ﾕﾅ 日体大 3:50.00 3:59.13

4 蜂須　静香 ﾊﾁｽ ｼｽﾞｶ 日体大 3:08.00 3:09.49

5 伊藤　舞香 ｲﾄｳ ﾏｲｶ 日体大 3:10.00 2:55.29

6 生澤　安裕美 ｲｹｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 日体大 3:40.00 3:42.25

7
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No.5 女子　200m　障害物スイム

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【3組】

1 鴨下　桃加 ｶﾓｼﾀ ﾓﾓｶ 日体大 3:00.00 2:38.76

2 竹内　歩 ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾐ 日体大 3:00.00 3:01.20

3 国松　桃子 ｸﾆﾏﾂ ﾓﾓｺ 日体大 2:50.00 2:50.97

4 斎藤　彩佳 ｻｲﾄｳ　ｱﾔｶ 日体大荏原 高1 2:45.00 2:37.31

5 佐藤　美帆 ｻﾄｳ ﾐﾎ 日体大 2:50.00 2:51.76

6 菊池　天音 ｷｸﾁ　ｱﾏﾈ 日体大荏原 高1 3:00.00 2:35.26

7 杉崎　友梨 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾕﾘ 日体大 3:00.00 3:03.56

【4組】

1 田中　優果 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 日体大 2:40.00 2:43.53

2 清水　美咲  ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ 日体大 2:35.00 2:39.22

3 関口　瑠唯 ｾｷｸﾞﾁ ﾙｲ 日体大 2:30.00 2:25.09

4 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 大磯 一般 2:17.88 2:20.30

5 高村　星 ﾀｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 辻堂LC 大1 2:18.50 2:22.17

6 阿久津　美沙緒 ｱｸﾂ ﾐｻｵ 銚子LC 大2 2:35.00 2:36.02

7 山路　倖茄 ﾔﾏｼﾞ　ｻﾁｶ 日体大荏原 高2 2:35.51 2:32.77

No.6 男子　200m　障害物スイム

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【1組】

1

2 辻本　佳起 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼｷ 日体大 大2 3:40.00 3:15.46

3 田原　大地 ﾀﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 日体大 大2 3:20.00 3:01.84

4 橋本　皓平 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 日体大 大2 3:05.00 3:05.85

5 新井　大介 ｱﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 日体大 大2 3:05.00 3:13.38

6 庄司　裕哉 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾔ 日体大 大2 3:30.00 3:15.30

7

【2組】

1

2 鈴木　竜司 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ 日体大 大2 3:00.00 2:42.44

3 有賀　海斗 ｱﾘｶﾞ ｶｲﾄ 日体大 大2 2:50.00 2:21.34

4 徳応　涼輔 ﾄｸｵｳ ﾘｮｳｽｹ 日体大 大1 2:49.90 2:33.00

5 赤坂　祐太 ｱｶｻｶ ユウタ 日体大 大1 2:49.99 3:17.94

6 長田　兼弥 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝﾔ 日体大 大3 2:50.00 3:25.25

7

【3組】

1 阿部　雄斗 ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 日体大 大1 2:49.90 3:09.06

2 石山　誉大 ｲｼﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 日体大 大1 2:49.90 3:11.83

3 川上　康志郎 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾛｳ 日体大 大1 2:49.90 3:37.52

4 西村　惇 ﾆｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 日体大 大1 2:49.90 3:00.74

5 佐々木　奨 ｻｻｷ ﾀｽｸ 日体大 大1 2:49.90 2:55.35

6 市川　滋基 ｲﾁｶﾜ ｼｹﾞｷ 日体大 大1 2:49.90 3:43.20

7 池沢　司 ｲｹｻﾞﾜ ﾂｶｻ 日体大 大1 2:49.90 3:12.16
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No.6 男子　200m　障害物スイム

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【4組】

1 信坂　宜希 ﾉﾌﾞｻｶ ﾖｼｷ 日体大 大1 2:49.90 3:36.96

2 松村　稜 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳ 日体大 大1 2:49.90 3:34.16

3 天野　翔太 ｱﾏﾉ ｼｮｳﾀ 日体大 大1 2:49.90 3:26.16

4 小俣　柚椰 ｵﾏﾀ ﾕｳﾔ 成城学園LSC 高3 2:45.00 2:55.53

5 河原　陸 ｶﾜﾊﾗ ﾘｸ 日体大 大1 2:49.90 2:47.24

6 山崎　翔真 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 日体大 大1 2:49.90 3:15.73

7 橋本　優真 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 日体大 大1 2:49.90 3:12.25

【5組】

1 小林　駿太 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀ 日体大 大3 2:45.00 2:38.71

2 山田　智也 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ TKS 中1 2:43.08 2:52.88

3 井田　智也 ｲﾀﾞ ﾄﾓﾔ 日体大 大1 2:40.00 2:44.68

4 岩井　浩大 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 日体大 大3 2:30.00 2:21.93

5 松本　宗大 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ 成城学園LSC 高2 2:40.00 2:36.94

6 渡邊　昂俊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 日体大 大3 2:40.00 2:26.68

7 小林　虹輝 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ TKS 中3 2:43.80 3:05.83

【6組】

1 加賀谷　翔生 ｶｶﾞﾔ ｼｮｳﾊ 日体大 大1 2:30.00 2:24.09

2 野口　将吾 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 銚子LC 大2 2:17.60

3 松木　栞大 ﾏﾂｷ　ｶﾝﾀ 日体大荏原 高2 2:10.00 2:11.39

4 西山 俊 ﾆｼﾔﾏｼｭﾝ 湯河原LSC 一般 2:05.00

5 新川　将吾 ﾆｯｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 西浜SLSC 大2 2:08.00 2:07.17

6 岸　宏暉 ｷｼ ﾋﾛｷ 銚子LC 大3 2:15.00 2:20.67

7 武藤　尚志 ﾑﾄｳ ﾅｵﾕｷ 日体大 大1 2:27.87 2:40.67

ＴＫＳウェブサイトで販売開始！！


