
１．女子 50m自由形

３． 青柳 久美子 (楽水会) （Ｈ）

４． 宮沢 みどり (みずとり) （Ｇ）

５． 堀田澄子 (かわうそ) （Ｆ）

２．男子 50m自由形

（1組）

２． 本間 久雄 (ＧＳ) （Ｌ）

３． 玉利 省一郎 (ＭＣＣ) （Ｊ）

４． 鈴木 彰 (ＭＣＣ) （Ｈ）

５． 峠 幸夫 (ＭＣＣ) （Ｅ）

（2組）

３． 後藤 英文 (日本無線) （Ｄ）

４． 小松洋一 (かわうそ) （Ｄ）

５． 藤原 裕也 (日本無線) （Ｂ）

６． 安 ソジュン (ＭＣＣ) （Ａ）

３．女子 50m平泳ぎ

３． 小林フミ (かわうそ) （Ｉ）

４． 松尾 良子 (三泳会) （Ｅ）

５． 桑原 由美子 (三泳会) （Ｅ）

６． 前田美紀 (かわうそ) （Ｃ）

４．男子 50m平泳ぎ

（1組）

２． 本間 久雄 (ＧＳ) （Ｌ）

３． 釜池 宏 (ＭＣＣ) （Ｊ）

４． 佐藤千代治 (かわうそ) （Ｉ）

５． 柳井 宏夫 (ＭＣＣ) （Ｈ）

（2組）

３． 服部俊治 (かわうそ) （Ｇ）

４． 坂田一晃 (かわうそ) （Ｆ）

５． 神田 泉 (ＭＣＣ) （Ｄ）

６． 安 ソジュン (ＭＣＣ) （Ａ）

５．女子 50m背泳ぎ

２． 金子 弘美 (みずとり) （Ｇ）

３． 山中 綾子 (みずとり) （Ｇ）

４． 竹原 裕子 (三泳会) （Ｇ）

５． 山城 八重子 (三泳会) （Ｆ）

６．男子 50m背泳ぎ

３． 神 忠久 (ＭＣＣ) （Ｋ）

４． 坂田一晃 (かわうそ) （Ｆ）

５． 峠 幸夫 (ＭＣＣ) （Ｅ）

６． 浜中 博旗 (ＭＣＣ) 中学

７．女子 50mバタフライ

８．男子 50mバタフライ

２． 本間 久雄 (ＧＳ) （Ｌ）

３． 丹下 義信 (ＧＳ) （Ｌ）

４． 佐藤千代治 (かわうそ) （Ｉ）

５． 後藤 英文 (日本無線) （Ｄ）

６． 小松洋一 (かわうそ) （Ｄ）

７． 安 ソジュン (ＭＣＣ) （Ａ）

９．女子 25m自由形

（1組）

１． 綱井 博美 (ＧＳ) （Ｋ）

２． 宮下 満子 (ＧＳ) （Ｊ）

３． 富永 幸子 (三泳会) （Ｊ）

４． 日隈 寿江 (楽水会) （Ｈ）

５． 柳井 則子 (ＭＣＣ) （Ｇ）

６． 張 玉華 (みずとり) （Ｇ）

７． 佐藤 清美 (みずとり) （Ｇ）



（2組）

１． 浅見 和子 (みずとり) （Ｇ）

２． 近藤 志津世 (ＭＣＣ) （Ｆ）

３． 藤田 治恵 (みずとり) （Ｆ）

４． 杉本 裕子 (三泳会) （Ｆ）

５． 堀田澄子 (かわうそ) （Ｆ）

６． 中村 なつみ (みずとり) （Ｅ）

７． 増田 裕子 (三泳会) （Ｄ）

10．男子 25m自由形

（1組）

２． 菊地輝男 (かわうそ) （Ｉ）

３． 柳井 宏夫 (ＭＣＣ) （Ｈ）

４． 鈴木 彰 (ＭＣＣ) （Ｈ）

５． 服部俊治 (かわうそ) （Ｇ）

（2組）

２． 小池 一徳 (ＭＣＣ) （Ｆ）

３． 木本泰司 (かわうそ) （Ｆ）

４． 神園 太郎 (ＭＣＣ) （Ｅ）

５． 坂上 尊敏 (ＭＣＣ) （Ｅ）

６． 安 ソジュン (ＭＣＣ) （Ａ）

11．女子 25m平泳ぎ

（1組）

２． 綱井 博美 (ＧＳ) （Ｋ）

３． 宮下 満子 (ＧＳ) （Ｊ）

４． 小林フミ (かわうそ) （Ｉ）

５． 柳井 則子 (ＭＣＣ) （Ｇ）

（2組）

２． 宮沢 みどり (みずとり) （Ｇ）

３． 田中 秀子 (みずとり) （Ｆ）

４． 山城 八重子 (三泳会) （Ｆ）

５． 桑原 由美子 (三泳会) （Ｅ）

12．男子 25m平泳ぎ

（1組）

３． 釜池 宏 (ＭＣＣ) （Ｊ）

４． 柳井 宏夫 (ＭＣＣ) （Ｈ）

５． 小池 一徳 (ＭＣＣ) （Ｆ）

６． 木本泰司 (かわうそ) （Ｆ）

（2組）

３． 神園 太郎 (ＭＣＣ) （Ｅ）

４． 峠 幸夫 (ＭＣＣ) （Ｅ）

５． 坂上 尊敏 (ＭＣＣ) （Ｅ）

６． 神田 泉 (ＭＣＣ) （Ｄ）

13．女子 25m背泳ぎ

２． 綱井 博美 (ＧＳ) （Ｋ）

３． 宮下 満子 (ＧＳ) （Ｊ）

４． 一戸 伸代 (みずとり) （Ｉ）

５． 松尾 良子 (三泳会) （Ｅ）

６． 桑原 由美子 (三泳会) （Ｅ）

７． 増田 裕子 (三泳会) （Ｄ）

14．男子 25m背泳ぎ

３． 釜池 宏 (ＭＣＣ) （Ｊ）

４． 鈴木右二 (かわうそ) （Ｊ）

５． 今泉 正次 (ＭＣＣ) （Ｈ）

６． 浜中 博旗 (ＭＣＣ) 中学



15．女子 25mバタフライ

（1組）

２． 綱井 博美 (ＧＳ) （Ｋ）

３． 宮下 満子 (ＧＳ) （Ｊ）

４． 市場 あい子 (楽水会) （Ｊ）

５． 金子 弘美 (みずとり) （Ｇ）

６． 張 玉華 (みずとり) （Ｇ）

７． 宮沢 みどり (みずとり) （Ｇ）

（2組）

２． 近藤 志津世 (ＭＣＣ) （Ｆ）

３． 田中 秀子 (みずとり) （Ｆ）

４． 藤田 治恵 (みずとり) （Ｆ）

５． 杉本 裕子 (三泳会) （Ｆ）

６． 山内ひとみ (かわうそ) （Ｄ）

７． 前田美紀 (かわうそ) （Ｃ）

16．男子 25mバタフライ

２． 本間 久雄 (ＧＳ) （Ｌ）

３． 丹下 義信 (ＧＳ) （Ｌ）

４． 玉利 省一郎 (ＭＣＣ) （Ｊ）

５． 鈴木右二 (かわうそ) （Ｊ）

６． 菊地輝男 (かわうそ) （Ｉ）

７． 峠 幸夫 (ＭＣＣ) （Ｅ）

17．女子 100m個人メドレー

18．男子 100m個人メドレー

３． 後藤 英文 (日本無線) （Ｄ）

４． 藤原 裕也 (日本無線) （Ｂ）

５． 安 ソジュン (ＭＣＣ) （Ａ）

19．女子 100m自由形

20．男子 100m自由形

21．女子 100m平泳ぎ

４． 近藤 志津世 (ＭＣＣ) （Ｆ）

22．男子 100m平泳ぎ

23．女子 100m背泳ぎ

24．男子 100m背泳ぎ

４． 鈴木 彰 (ＭＣＣ) （Ｈ）

25．女子 100mバタフライ

26．男子 100mバタフライ

27．女子 200m個人メドレー

28．男子 200m個人メドレー

４． 鈴木 彰 (ＭＣＣ) （Ｈ）


