
令和元年度 

三鷹市種目別少年スポーツ大会

水 泳 競 技

プログラム

と き  令和元年 9 月 22 日(日)

ところ  SUBARU 総合スポーツセンタープール

じかん  午前 9 時 30 分 競技開始

主 催  三 鷹 市

三 鷹 市 体 育 協 会

三鷹市教育委員会

(公財)三鷹市スポーツと文化財団

主 管  三 鷹 市 水 泳 連 盟





大  会  役  員
大 会 委 員 長 丸岡 近賀子 

副 委 員 長 大久保 雅彦 

大 会 顧 問 菊地 輝男 

総 務 委 員 大久保 雅彦 今泉 正次 

審 判 長 菊地 輝男 

副 審 判 長 神 忠久 

泳 法 審 判 員 （主） 中村 ひとみ 岩﨑 昌子 野沢 有利子 堀田 澄子 

出 発 合 図 員 （主） 一戸 伸代 坂田 貴昭 大久保 凪紗 

折り返し監 察 員 （主） 大賀 美年子 村上 和代 大口 知子 久保田 京子 

機 械 操 作 員 （主） 大久保 雅彦 松尾 良子 會田 奈津代 

記 録 員 （主） 佐伯 友 牧野 ひろみ 辻本 朝美 

コンピューター員 （主） 今泉 正次 小野 純子 横山 正臣 荒巻 万友美 

小林 菜々子 

賞 状 係 （主） 岩田 典子 三浦 南香子 須山 ふみ子 

招 集 員 （主） 丸岡 近賀子 水野 隆 岩田 慶子 野崎 信洋 

澤田 月杜 橋本 洸大 

通 告 員 （主） 杉本 裕子 菊池 英吏子 

計 時 員 （主） 田中 秀子 坂上 由紀子 水谷 由克 丹野 圭子 

渡辺 恵美子 寺上 きよみ 長岡 裕子 佐藤 清美 

柏木 多恵子 松本 俊郎 中出 武彦 田中 敦子 

古田 英輝 坂口 未希子 

総 務 員 （主） 米山 有美子 酒井 由美子 

選 手 係 （主） 山川 真弓 中井川 浩子 小林 フミ 

選 手 係（Jr 部マネージャー） 西池 薫 服部 三恵子 岩田 美幸 

大会要項及び注意事項 
１．競技規則は(公財)日本水泳連盟競技規則に準ずるほか、ローカルルール並びに本大会申合せ事

項により行います。 

２．競技は午前１～２年生、３～４年生、午後５～６年生に分かれて行います。競技は全てタイム

決勝レースとします。 

３．当日のエントリーは認めません。また、種目の変更は認めません。ただし、印刷のミスの場合

には訂正用紙に記入の上、招集係に提出して下さい。 

４．招集はそのレースの３つ前のレースのときに行います。棄権者がある場合は必ず責任者が棄権

届を招集係に提出して下さい。 

５．競技中の事故については、応急処置は主催者が行いますが、以後の責任は負いかね ますので、

参加者は事故を起こさないように十分注意して競技に参加して下さい。 

６．安全のため、プールサイドでのシートの使用を禁止する。  

７．表彰は各種目の３位まで表彰します。優秀選手賞は､優れた大会新記録を樹立した者のうち､会

長及び副会長が認めた者に授与します。同一区分で連続しては授与しません。 

８．体調の悪い場合には泳がないようにしましょう。 

９．貴重品は各自で保管すること。 
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「伊東喜久雄賞」について

 元三鷹市水泳連盟会長故伊東喜久雄氏は、三鷹市水泳連盟の育成と発展に終生情熱を

傾注され、その結果、連盟の競技力の向上はもとより競技会の運営方法、会員 1000 名 

(平成８年当時)を抱える連盟の組織力を日本一にされました。 

 故伊東氏のこれまでの功績を後世まで伝えるために、平成８年度より「伊東喜久雄賞」

を創設しました。この賞は、本大会の５・６年の部で特に優秀な成績を収めた者に対し

て最優秀選手賞として授与しております。 

  令和元年９月 22 日 

三鷹市水泳連盟

   会長 丸岡近賀子

◆個人情報の取り扱いについて

  個人情報は関係法令に基づき三鷹市水泳連盟が保有する情報として適正に管理する。今回取得した個

人情報については、三鷹市、三鷹市教育委員会、三鷹市体育協会、三鷹市スポーツと文化財団、三鷹市

水泳連盟が本事業の実施に必要な範囲で利用するものとする。
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優秀校

昭和58年

３～４年 田中ゆかり　 （一  小） 一　小

　〃 中村  祥子 （ジュニア部) 高山小

５～６年 山口  理恵　 （北野小）

　〃 丸岡  美紀　 （一  小）

昭和59年

３～４年 大山  真史 （高山小） 一　小

　〃 笠原  邦子 （大沢台小） 高山小

５～６年 横関  弘宣 （高山小）

　〃 泉    治子 （北野小）

昭和60年

３～４年 浅見  浩美 （高山小） 高山小

　〃 岩川  未季 （二  小） 大沢台小

５～６年 吉井  清貴 （高山小）

　〃 泉    治子 （北野小）

昭和61年

３～４年 黒尾  徹也　 （北野小） 高山小

　〃 大谷  恭子 （高山小） 大沢台小

５～６年 高橋    学 （明星学園）

　〃 笠原  邦子 （大沢台小）

昭和62年

３～４年 佐藤  由貴 （高山小） 一　小

５～６年 岩川  未季 （二  小） 大沢台小

　〃 山本  紋子 （高山小） 高山小

昭和63年

３～４年 柳原    亘 （高山小） 高山小

　〃 町田  真帆 （大沢台小） 大沢台小

５～６年 金子  朋和 （一  小）

　〃 大谷  恭子 （高山小）

平成元年

３～４年 長谷川真一 （高山小） 高山小

　〃 蛯澤  征剛 （高山小） 四　小

５～６年 花本  真隆 （羽沢小）

　〃 池田  茂樹 （五　小）

平成２年

３～４年 中澤祐二郎 （高山小） 高山小

　〃 岩川　亜都 （二  小） 大沢台小

５～６年 合田    啓 （七  小）

　〃 桐原　正史 （高山小）

平成３年

３～４年 田辺  　督 （高山小） 高山小

　〃 織田  　薫 （四　小） 四　小

５～６年 毛利　友一 （高山小）

　〃 蛯澤　征剛 （高山小）

優秀選手・優秀校

優秀選手
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平成４年

３～４年 近藤桂一郎 （四　小） 高山小

　〃 宇留野佳美 （金子SS) 二　小

５～６年 小林　太一 （高山小）

　〃 岩川　亜都 （二  小）

平成５年

３～４年 三浦　彌生 （高山小） 高山小

　〃 石井　雄介 （五　小） 二　小

５～６年 犬飼　明子 （金子SS)

　〃 小林　太一 （高山小）

平成６年

３～４年 斎藤真理子 （金子SS) 南浦小

　〃 吉野　貴裕 （二  小） 大沢台小

５～６年 宇留野佳美 （高山小）

　〃 北脇　潤也 （三  小）

平成７年

３～４年 吉野　和美 （二  小） 二　小

　〃 近藤　正和 （四　小） 大沢台小

５～６年 三浦　彌生 （金子SS)

　〃 山本　  観 （金子SS)

平成８年

１～４年 田辺佐和子 （エリージア） 大沢台小

５～６年 茂谷  都義 （七  小） ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成９年

３～４年 恒吉  省哉 （エリージア） 二　小

　〃 坂井菜穂子 （アクラブ三鷹）

５～６年 山口  尚己 （大沢台小）

　〃 酒井    瞳 （アクラブ三鷹） ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成10年

１～４年 原田　将平 （ﾆｯｾｲｴｸﾞｻﾞｽ） 二　小

　〃 坂井菜穂子 （HARAI TEAM) 大沢台小

５～６年 宮崎　美歌 （二  小）

　〃 近藤　正和 （四　小） ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成11年

１～４年 小山  絵里 （EBISAWA TEAM) 二　小

５～６年 宮崎  美歌 （横河OBI TEAM) 一　小

　〃 加茂  真波 （アクラブ三鷹）

　〃 坂井菜穗子 （横河OBI TEAM) ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成12年

１～４年 佐藤    恋 （アクラブ三鷹） 一　小

　〃 壱岐  朔己 （横河SC) 一　小

５～６年 片倉優里奈 （アクラブ三鷹）

　〃 坂井菜穂子 （横河SC) ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成13年

１～４年 岡　みずき （四　小） 一　小

５～６年 栗真  千里 （横河SC) 一　小
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平成14年

１～４年 清水    豪 （七  小） 一　小

　〃 森      聖 （アクラブ三鷹） 一　小

５～６年 小山  絵里 （横河SC)

　〃 大河原健人 （一  小） ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成15年

１～４年 森      聖 （五　小） 一　小

５～６年 清水    豪 （七  小） 一　小

　〃 小山  絵里 （四　小） ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成16年

１～４年 藤山　翔希 （アクラブ三鷹） 一　小

５～６年 森      聖 （五　小） 一　小

　〃 清水    豪 （横河SC) ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成17年

５～６年 森      聖 （五　小） ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］ 一　小

平成18年

１～４年 野口　聖也 （アクラブ三鷹） 一　小

５～６年 池田　裕貴 （東台小） 一　小

　〃 富山　周祐 （にしみたか） ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成19年

５～６年 野口　聖也 （一  小） 一　小

　〃 岩本  華苗 （横河SC) 一　小

平成20年

１～４年 五十川　英 （アクラブ三鷹） 一　小

５～６年 浜中　恭平 （アクラブ三鷹） にしみたか

平成21年

１～４年 野口　夏也美 （一  小） 一　小

５～６年 本橋　佳奈 （大沢台小） にしみたか

　〃 五十川　英 （市民） ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成22年

１～４年 一　小

５～６年 一　小

平成23年

１～４年 一　小

５～６年 一　小

　〃 野口　夏也美 （一  小） ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成24年

１～４年 近藤　ジュン （三　小） 四　小

５～６年 雑崎　智沖 （羽沢小） 一　小

　〃 比留間　穏覚 （五　小） ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成25年

１～４年 廣瀬　慶太郎 （三　小） 四　小

５～６年 一　小

平成26年

１～４年 四　小

５～６年 一　小

優秀選手賞の該当なし

優秀選手賞の該当なし

［伊東喜久男賞・最優秀選手賞の該当者なし］

［伊東喜久男賞・最優秀選手賞の該当者なし］

［伊東喜久男賞・最優秀選手賞の該当者なし］

優秀選手賞の該当なし

優秀選手賞の該当なし

優秀選手賞の該当なし

［伊東喜久男賞・最優秀選手賞の該当者なし］

優秀選手賞の該当なし

優秀選手賞の該当なし

［伊東喜久男賞・最優秀選手賞の該当者なし］
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平成27年

１～４年 中崎　莉子 （南浦小） 三　小

〃 廣瀬　慶太郎　　（三小） 三　小

５～６年 石山　温大 （高山小）

〃 磯野　美優 （中原小） ［伊東喜久男賞・最優秀選手賞］

平成28年

１～４年 三　小

５～６年 一　小

平成29年

１～４年 三　小

５～６年 中崎　莉子 （南浦小） 井口小

平成30年

１～４年 四　小

５～６年 小谷野航汰 （羽沢小） 井口小

島村茉夕妃　 （大沢台小）

相澤　葉 （井口小）

［伊東喜久男賞・最優秀選手賞の該当者なし］

優秀選手賞の該当なし

優秀選手賞の該当なし

［伊東喜久男賞・最優秀選手賞の該当者なし］

優秀選手賞の該当なし

優秀選手賞の該当なし

［伊東喜久男賞・最優秀選手賞の該当者なし］
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女　　子 25m 自由形 坂井 菜穂子 (金子ＳＳ) 15.79 (Ｈ.８)
25m 平泳ぎ 近藤 ジュン (三 小) 22.70 (Ｈ.24)
25m 背泳ぎ 佐藤 恋 (アクラブ三鷹) 20.88 (Ｈ.12)
25m バタフライ 坂井 菜穂子 (金子ＳＳ) 16.81 (Ｈ.８)

男    子 25m 自由形 藤山 翔希 (アクラブ三鷹) 16.54 (Ｈ.16)
25m 平泳ぎ 廣瀬慶太郎 (三 小) 22.19 (Ｈ.25)
25m 背泳ぎ 原田 将平 (ﾆｯｾｲｴｸﾞｻﾞｽ) 22.73 (Ｈ.10)
25m バタフライ 藤山 翔希 (アクラブ三鷹) 17.70 (Ｈ.16)

女　　子 25m 自由形 中崎 莉子 (南浦小) 14.91 (Ｈ.27)
25m 平泳ぎ 坂井 菜穂子 (HARAI TEAM) 18.95 (Ｈ.10)
25m 背泳ぎ 坂井 菜穂子 (HARAI TEAM) 16.66 (Ｈ.10)
25m バタフライ 五十川　英 (アクラブ三鷹) 15.76 (Ｈ.20)

男    子 25m 自由形 野口 聖也 (アクラブ三鷹) 14.93 (Ｈ.18)
25m 平泳ぎ 廣瀬 慶太郎 (三 小) 18.03 (Ｈ.27)
25m 背泳ぎ 森 聖 (五 小) 17.77 (Ｈ.15)
25m バタフライ 清水 豪 (七 小) 16.01 (Ｈ.14)

女　　子 100m メドレーリレー 横河ＳＣ Ｂ 1:12.54 (Ｈ.12)
100m リレー アクラブ三鷹 1:05.68 (Ｈ.９)

男    子 100m メドレーリレー アクラブ三鷹 1:14.34 (Ｈ.18)
100m リレー アクラブ三鷹 1:05.68 (Ｈ.18)

女　　子 25m 自由形 片倉 優里奈 (アクラブ三鷹) 14.02 (Ｈ.12)
25m 平泳ぎ 野口夏也美 (一小) 16.95 (Ｈ.23)
25m 背泳ぎ 坂井 菜穂子 (横河OBI TEAM) 15.81 (Ｈ.11)
25m バタフライ 五十川　英 (市民) 14.68 (Ｈ.21)
50m 自由形 磯野 美優 (中原小) 28.67 (Ｈ.27)
50m 平泳ぎ 野口夏也美 (一小) 37.03 (Ｈ.23)
50m 背泳ぎ 坂井 菜穂子 (横河OBI TEAM) 33.77 (Ｈ.11)
50m バタフライ 五十川　英 (市民) 31.52 (Ｈ.21)
100m 個人メドレー 磯野 美優 (中原小) 1:08.80 (Ｈ.27)
100m メドレーリレー 横河ＳＣ 1:06.52 (Ｈ.19)
100m リレー 横河ＳＣ 1:00.90 (Ｈ.19)
200m メドレーリレー 横河ＳＣ 2:15.71 (Ｈ.12)
200m リレー 金子ＳＳ 2:03.69 (Ｈ.７)

男    子 25m 自由形 比留間 穏覚 (五 小) 13.10 (Ｈ.24)
25m 平泳ぎ 石山 温大 (高山小） 16.95 (Ｈ.27)
25m 背泳ぎ 小谷野航汰 (羽沢小) 16.20 (Ｈ.30)
25m バタフライ 清水 豪 (横河ＳＣ) 13.92 (Ｈ.16)
50m 自由形 近藤 正和 (四 小) 28.06 (Ｈ.10)
50m 平泳ぎ 富山 周祐 (にしみたか) 34.80 (Ｈ.18)
50m 背泳ぎ 比留間 穏覚 (五 小) 31.31 (Ｈ.24)
50m バタフライ 近藤 正和 (四 小) 30.87 (Ｈ.10)
100m 個人メドレー 富山 周祐 (にしみたか) 1:08.94 (Ｈ.18)
100m メドレーリレー 一小 Ａ 1:07.0 (Ｓ.54)
100m リレー アクラブ三鷹 59.33 (Ｈ.20)
200m メドレーリレー HARAI TEAM 2:20.72 (Ｈ.10)
200m リレー HARAI TEAM 2:09.33 (Ｈ.10)

   大  会  記  録
１～２年の部

３～４年の部

１～４年の部

５～６年の部
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 小学１～４年の部（午前） 
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競技開始時刻は当日の進行状況で変わります。

組数 開始予定

1 女子 小学１～４ 年 100ｍ メドレーリレー (決勝） 1 9:30

2 男子 小学１～４ 年 100ｍ メドレーリレー (決勝） 1 9:34

休　　憩 （25m競技準備） 9:38

3 女子 小学３～４ 年 25ｍ 背泳ぎ (決勝） 4 9:43

4 女子 小学１～２ 年 25ｍ 背泳ぎ (決勝） 3 9:49

5 男子 小学３～４ 年 25ｍ 背泳ぎ (決勝） 2 9:53

6 男子 小学１～２ 年 25ｍ 背泳ぎ (決勝） 2 9:56

休　　憩 （5mフラグ外し） 9:59

7 女子 小学３～４ 年 25ｍ 自由形 (決勝） 7 10:04

8 女子 小学１～２ 年 25ｍ 自由形 (決勝） 4 10:15

9 男子 小学３～４ 年 25ｍ 自由形 (決勝） 8 10:21

10 男子 小学１～２ 年 25ｍ 自由形 (決勝） 4 10:33

11 女子 小学３～４ 年 25ｍ 平泳ぎ (決勝） 5 10:39

12 女子 小学１～２ 年 25ｍ 平泳ぎ (決勝） 2 10:51

13 男子 小学３～４ 年 25ｍ 平泳ぎ (決勝） 5 10:56

14 男子 小学１～２ 年 25ｍ 平泳ぎ (決勝） 2 11:09

15 女子 小学３～４ 年 25ｍ バタフライ (決勝） 4 11:14

16 女子 小学１～２ 年 25ｍ バタフライ (決勝） 2 11:24

17 男子 小学３～４ 年 25ｍ バタフライ (決勝） 2 11:29

18 男子 小学１～２ 年 25ｍ バタフライ (決勝） 1 11:34

休　　憩 11:37

19 女子 小学１～４ 年 100ｍ リレー (決勝） 1 11:41

20 男子 小学１～４ 年 100ｍ リレー (決勝） 1 11:45

競技終了予定 11:50

　　　　午前の部　競技順序及び開始予定時刻
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選手の所属は、団体申込みの場合は団体名（略称）、市内小学校所属の個人申込の
場合は、○○小個人、市外小学校所属の個人申込の場合は市民としました。
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 小学５～６年の部（午後） 
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競技開始時刻は当日の進行状況で変わります。

組数単位開始予定

1 女子 小学 ５～６ 年 100m 個人メドレー(決勝） 1 13:30

2 男子 小学 ５～６ 年 100m 個人メドレー(決勝） 2 13:33

3 女子 小学 ５～６ 年 100m メドレーリレー(決勝） 1 13:39

4 男子 小学 ５～６ 年 100m メドレーリレー(決勝） 2 13:43

5 女子 小学 ５～６ 年 200m メドレーリレー(決勝） 1 13:49 　　５と６は同時実施

6 男子 小学 ５～６ 年 200m メドレーリレー(決勝） 1

休　　　憩 （25m競技準備） 13:54

7 女子 小学 ５～６ 年 25m 背泳ぎ (決勝） 2 14:00

8 男子 小学 ５～６ 年 25m 背泳ぎ (決勝） 2 14:02
（5mフラグ外し）

9 女子 小学 ５～６ 年 25m 自由形 (決勝） 4 14:10

10 男子 小学 ５～６ 年 25m 自由形 (決勝） 6 14:14

11 女子 小学 ５～６ 年 25m 平泳ぎ (決勝） 3 14:22

12 男子 小学 ５～６ 年 25m 平泳ぎ (決勝） 3 14:26

13 女子 小学 ５～６ 年 25m バタフライ (決勝） 1 14:30

14 男子 小学 ５～６ 年 25m バタフライ (決勝） 3 14:32

休　　　憩 （50m競技準備・5mフラグ取り付け） 14:35

15 女子 小学 ５～６ 年 50m 背泳ぎ (決勝） 1 14:40

16 男子 小学 ５～６ 年 50m 背泳ぎ (決勝） 1 14:42
（5mフラグ外し）

17 女子 小学 ５～６ 年 50m 自由形 (決勝） 3 14:49

18 男子 小学 ５～６ 年 50m 自由形 (決勝） 3 14:55

19 女子 小学 ５～６ 年 50m 平泳ぎ (決勝） 1 15:01

20 男子 小学 ５～６ 年 50m 平泳ぎ (決勝） 3 15:03

21 女子 小学 ５～６ 年 50m バタフライ (決勝） 1 15:09

22 男子 小学 ５～６ 年 50m バタフライ (決勝） 2 15:11

休　　　憩
23 女子 小学 ５～６ 年 100m リレー (決勝） 1 15:20

24 男子 小学 ５～６ 年 100m リレー (決勝） 2 15:23

25 女子 小学 ５～６ 年 200m リレー (決勝） 1 15:29 　　２５と２６は同時実施

26 男子 小学 ５～６ 年 200m リレー (決勝） 1

競技終了予定 15:35

　　　　午後の部　競技順序及び開始予定時刻
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NO.5とNO.6は同時実施

選手の所属は、団体申込みの場合は団体名（略称）、市内小学校所属の個人申込の
場合は、○○小個人、市外小学校所属の個人申込の場合は市民としました。
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NO.25とNO.26は同時実施
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