
市民プール

順位

小学女子4年以下 赤坂晴菜(日野一小) 麻生光希(日野六小) 岸　真澄(旭が丘小）

小学女子5年以上 斎藤奏音(旭が丘小)　＊大会記録 桜井美紀（旭が丘小） 北林理桜(日野五小)

小学男子4年以下 川嶌紘太(日野五小) 小島光翔(東光寺小) 大石達也(仲田小)

樋口祐太(潤徳小)

宮田一輝（東光寺小

中学女子 志村三涼（日野一中） 鳥山　栞(三沢中) 小高遥香（日野一中）

中学男子 樫村心音（日野四中）　＊大会記録 平　直晃（日野一中） 江嶋　櫂

40歳以上女子 岡部亜谷美（日野市水連） ー ー

50歳以上女子 橋本敦子（和光堂歯科医院） 片渕理輿 ー

一般女子 加藤愛奈(南平高) 白川美那(南平高) 宮下　綾（日野台高)

50歳以上男子 黒岩　修 ー ー

40歳以上男子 北林　傑 林田　健 ー

30歳以上男子 佐藤辰雄 山﨑嗣広（（有）山﨑金型製作所） 伊藤　勝(豊田小・七生中ＯＢ)

一般男子 松澤孝亮（七生中ＯＢ） 田中優将(南平高) 井上颯大(日野一中OB)

中学女子 金子真優（日野一中） 高谷咲妃（日野四中） 相澤萌々（日野四中）

中学男子 樫村心音（日野四中）　＊大会記録 衣斐直希（日野四中） 多田啓人(日野四中)

一般女子 小田佳穂（日野高） 中村茉優美（日野台高） 山下千晴(日野高)

一般男子 髙谷紀里(マックスポーツ日野旭が丘) 松澤孝亮（七生中ＯＢ） 村田 準乃亮(南平高)

小学女子4年以下 赤坂晴菜(日野一小) 滝瀬奏音（平山小） 麻生光希(日野六小）

小学女子5年以上 岡部帆海（日野七小） 北林理桜（日野五小） 高谷杏実（旭が丘小）

小学男子4年以下 川嶌紘太（日野五小） 上阪悠太（日野六小） 菱山 桂史郎（仲田小）

小学男子5年以上 花井優斗（潤徳小）　*大会新 増田博仁（日野八小） 岡崎優成（仲田小）

中学女子 若山美々李(日野一中)　*大会新 杉本紗菜(三沢中) 和山陽菜（七生中）

衣斐直希(日野四中)

加藤　凌（日野一中）

50歳以上女子 橋本敦子(和光堂歯科医院) ー ー

30歳以上女子 山田葉子(多摩美術大学) ー ー

40歳以上男子 茂木俊晋(子どもへのまなざし) 境　一志（さかい鍼灸接骨院） 河合　智

30歳以上男子 佐藤辰雄 ー ー

一般女子 河合　彩（トムスポーツアカデミー） 稲垣佑希（日野高） 平澤映和(日野高)

一般男子 中村優希（日野四中ＯＢ） 生田 悠太郎(昭和第一学園高）　 浅井大和(マック日野)

中学女子 若山 美々李（日野一中）　＊大会記録 杉本紗菜（三沢中） 和山陽菜（七生中）

中学男子 加藤　凌（日野一中） 廣田悠人(七生中) 小関大青(日野一中)

一般女子 稲垣佑希(日野高) 平澤映和(日野高) 大貫優香(日野高)

一般男子 中村優希（日野四中ＯＢ） 麻布　諄（マックスポーツ日野旭が丘） 中野　空（南平高）

小学女子 水谷朱璃(平山小) 奈良歩美(旭が丘小) 内村愛梨(日野八小)

仲長栞晟(旭が丘小)

廣田直輝(豊田小)

中学女子 志村三涼(日野一中) 匿名希望 高谷咲妃（日野四中)

中学男子 島根寧麻(日野一中) 是木栄人(日野一中) 小田部 凌大(日野一中)

30歳以上女子 山田葉子(多摩美術大学)　　＊大会記録 茂木暖子（ＮＰＯ法人子どもへのまなざし） －

30歳以上男子 山田征嗣(マックスポーツ日野旭ヶ丘) 続木淳矢 ー

一般女子 河合　彩（SAトム) 大貫優香（日野高） ー

一般男子 鑑　諒一(南平高) 藤原優佑(日野台高） 佐藤瑚伯(南平高)

中学女子 匿名希望 ー ー

中学男子 島根寧麻（日野一中） ー ー

一般女子 中村 茉優美（日野台高） ー ー

一般男子 熊﨑奏太(明大中野八王子高) 円子大夢(マックスポーツ日野旭が丘） 鑑　諒一(南平高)

小学女子 斎藤奏音(旭が丘小) 桜井美紀(旭が丘小) 岡部帆海(日野七小)

小学男子 花井優斗(潤徳小) 黒井啓太(仲田小） 樋口祐太(潤徳小)

中学女子 金子真優(日野一中) 宮下　舞(七生中) 榎本理沙（日野四中）

中学男子 多田啓人(日野四中) 赤坂悠樹(日野一中) 前之園 朔矢（日野一中）

50歳以上男子 黒岩　修 ー －

40歳以上男子 境　一志（さかい鍼灸整骨院） ― ー

30歳以上男子 山﨑嗣広（有限会社山﨑金型製作所） ― ー

岡部南海

河合　菜（SAトム)

一般男子 熊﨑奏太(明大中野八王子高校) 田中優将(南平高) 井上颯太(日野一中OB)

一般女子 河合　彩（SAトム) 小田佳穂(日野高) 牧　美南(南平高)

一般男子 関根大悟(南平高) 小川傑士(南平高) 酒井篤広（南平高）

四中水泳部 (日野四中)

（高谷、榎本、相澤、井戸川）

HIGH　SPEED　(三沢中、日野三中、平山中)

（清水、杉本、白勢、廣田）

四中水泳部 (日野四中) 日野一中Ａ 日野一中Ｂ

（多田、衣斐、樫村、藤原） （江嶋、加藤、前之園、平） （古川、小関、大谷、藤原）

日野高校 南平Ｇ (南平高) 南平Ｈ (南平高)

（小田、稲垣、山下、平澤） （加藤、安樂、舘澤、白川） （田部井、下田、牧、中村）

ＮＴＧ 南平Ｄ (南平高) 日野Ａチーム (日野高) 

（松澤、中村、熊﨑、生田） （鑑、増田、田中、曽根） （礒田、清水、菊地、三木）

リトルマーメイド（SAトム)　＊大会記録　 Mac　GIRLS（マック」スポーツアカデミー） Summer ガールズ(トムスポーツアカデミー)

（北林、高谷、岡部、桜井） （北田咲、奈良、北田結、斎藤） （麻生、田代、森、赤坂）

多摩ＳＣ（夢が丘小、日野第八小、潤徳小） YUSM　(トムスポーツアカデミー) Mac　BOYS　(マックスポーツ日野旭が丘)

（白勢、大沼、増田、花井） （湯山、上阪、佐藤、宮田） （内瀬戸、廣田、仲町、成澤）

日野一中Ａ 四中水泳部 (日野四中) HIGH SPEED (三沢中、日野三中、平山中)

（志村、金子、小髙、若山） （相澤、榎本、高谷、井戸川） （清水、白勢、廣田、杉本）

四中水泳部(日野四中)　*大会記録 日野一中Ａ　*大会記録 日野一中Ｂ

（藤原、多田、衣斐、樫村） （平、加藤、前之園、江嶋） （赤坂、齋藤、古川、大谷）

日野高校女子　(日野高) 南平Ｈ (南平高) 南平Ｇ (南平高)

（大貫、小田、山下、稲垣） （安樂、田部井、沖田、加藤） （下田、岡崎、中村、舘澤）

ＮＴＧ マック日野(マックスポーツ日野旭が丘） もこずキッチン(日野高)

（生田、熊﨑、松澤、中村） （高谷、丸子、浅井、麻布） （池上、清水、三木、礒田）

メドレーリ
レー

フリーリ
レー

水泳

200ｍ

小学女子

小学男子

中学女子

中学男子

一般女子

一般男子

200ｍ

中学女子 日野一中Ａ　　＊大会記録 日野一中

（志村、若山、金子、小髙） （楢島、中津原、岩澤、金川）

中学男子

一般女子

一般男子

50ｍ

一般女子 加藤愛奈（南平高) 牧　美南(南平高)

200ｍ

バタフライ

個人ﾒﾄﾞﾚｰ

50ｍ

小学男子 白勢　優成(夢が丘小) 名取誠人(日野八小)

100ｍ

背泳ぎ

50ｍ
中学男子 廣田悠人（七生中） 平　直晃(日野一中)

100ｍ

平泳ぎ

50ｍ

小学男子5年以上 白勢優成(夢が丘小) 関　友就（南平小）

100ｍ

自由形

優　勝

8月25日

準優勝 第３位
種目部門等


