
男      子 女      子

中　学

50m 自由形 近藤 正和 (一 中) 25.52 (H13) 川瀬　寛夏 (六 中) 27.39 (H21)

50m 平泳ぎ 藤井　航太 (市 民) 30.70 (H29) 浅羽　栞 (四 中) 34.49 (H26)

50m 背泳ぎ 本多　礼樹 (一 中) 28.99 (H24) 米山 彩 (横河DAI TEAM) 31.61 (H11)

50m バタフライ 清水 　豪 (四 中) 27.14 (H19) 川瀬　寛夏 (六 中) 29.54 (H21)

100m 自由形 槿山　天馬 (市 民) 55.18 (H29) 磯野　美優 (五中) 1:00.39 (H28)

100m 平泳ぎ 宿谷　昂介 (三鷹中等中学) 1:07.38 (H28) 浅羽　栞 (四 中) 1:12.10 (H26)

100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 本多　礼樹 (一 中) 1:01.60 (H24) 近藤　ジュン (市 民) 1:08.18 (H29)

200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 六中爆泳会 2:01.58 (H15) 一中 2:10.51 (H27)

200m リレー 三 中 Ａ 1:48.6 (H 4) 一中 1:54.54 (H27)

一  般

50m 自由形 北脇 潤也 (横河ＳＣ) 24.61 (H12) 三浦 葵 (市 民) 28.26 (H14)

50m 平泳ぎ 北脇 潤也 (レアレア) 30.29 (H21) 榛澤 萌香 (市 民) 35.79 (H24)

50m 背泳ぎ 川島　龍一 (セレソン三鷹) 26.02 (H29) 小林 亜衣 (横河DAI TEAM) 30.95 (H11)

50m バタフライ 川島　龍一 (セレソン三鷹) 25.37 (H29) 花田　早希 (三鷹中等高校) 30.54 (H28)

100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 相原 雄介 (横河DAI TEAM) 1:00.58 (H11) 小林 亜衣 (横河DAI TEAM) 1.10.46 (H11)

200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 横河ＳＣ Ｂ 1:51.08 (H12) 三鷹高校 2:12.69 (H20)

200m リレー 横河ＳＣ Ｂ 1:40.17 (H12) 三鷹高校 2:00.37 (H20)

35才以上

25m 自由形 廣瀬　仁 (市民) 11.74 (H29) 宮沢 みどり (みずとり) 14.80 (H 8)

25m 平泳ぎ 小林 貴之 (市民) 15.20 (H26) 宮沢 みどり (みずとり) 18.65 (H10)

25m 背泳ぎ 高藤 豊治 (ｴｴﾝﾃﾞﾅｲｶｲ) 15.8 (S59) 中村 ひとみ (三泳会) 18.14 (H 7)

25m バタフライ 廣瀬　仁 (市民) 13.28 (H29) 黒崎　朋子 (どうよう会先鋭) 15.02 (H29)

50m 自由形 中村新次郎 (市民) 26.55 (H29) 宮沢 みどり (みずとり) 32.19 (H11)

50m 平泳ぎ 小林 貴之 (市民) 32.40 (H26) 宮沢 みどり (みずとり) 41.37 (H10)

50m 背泳ぎ 山本 克信　 (アイデックス) 31.63 (H23) 中村 ひとみ (三泳会) 38.81 (H14)

50m バタフライ 弘山 正重 (ｱｸﾗﾌﾞ三鷹) 28.78 (H21) 黒崎　朋子 (どうよう会先鋭) 33.14 (H29)

100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 山本 克信　 (アイデックス) 1:05.58 (H29) 小林 千穂 (市 民) 1:20.66 (H17)

200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ かわうそ会 Ａ 2:12.13 (H17) 三泳会 2:36.15 (H10)

200m リレー かわうそ会 Ａ 1:55.10 (H17) かわうそ会 2:18.12 (H20)

45才以上

25m 自由形 大久保 雅彦 (かわうそ会) 13.10 (H25) 宮沢 みどり (みずとり) 14.94 (H17)

25m 平泳ぎ 内藤　浩史 (市民) 15.75 (H29) 木村 美加子 (三泳会) 18.87 (H26)

25m 背泳ぎ 北川　武 (市民) 15.00 (H29) 石井 久栄 (三泳会) 17.41 (H25)

25m バタフライ 坂田 一晃 (かわうそ会) 13.70 (H24) 中村 ひとみ (三泳会) 15.72 (H22)

50m 自由形 大久保 雅彦 (かわうそ会) 27.38 (H29) 宮沢 みどり (みずとり) 32.45 (H19)

50m 平泳ぎ 坂田 一晃 (かわうそ会) 35.01 (H22) 木村 美加子 (三泳会) 41.48 (H26)

50m 背泳ぎ 大久保 雅彦 (かわうそ会) 31.98 (H23) 石井 久栄 (みずとり) 37.14 (H24)

50m バタフライ 坂田 一晃 (かわうそ会) 29.88 (H22) 中村 ひとみ (三泳会) 34.78 (H22)

100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 中野 裕司 (かわうそ会) 1:12.69 (H17) 近藤 志津世 (ＭＣＣ) 1:27.17 (H18)

大   会   記   録



男      子 女      子

55才以上

25m 自由形 小林 雅之 (市民の会) 14.07 (H19) 宮沢 みどり (みずとり) 15.50 (H26)

25m 平泳ぎ 堀尾 虎徹 (ルネ三鷹会) 18.56 (H17) 宮沢 みどり (みずとり) 19.65 (H26)

25m 背泳ぎ 鈴木　彰 (ＭＣＣ) 17.91 (H29) 加茂　隆子 (三泳会) 19.82 (H28)

25m バタフライ 小倉 良弘 (市民の会) 14.61 (H15) 中村ひとみ (三泳会) 17.37 (H27)

50m 自由形 坂田 一晃 (かわうそ会) 29.63 (H29) 小西 多江子 (みずとり) 35.41 (H20)

50m 平泳ぎ 坂田 一晃 (かわうそ会) 36.21 (H28) 宮沢 みどり (みずとり) 43.60 (H28)

50m 背泳ぎ 鈴木　彰 (ＭＣＣ) 38.12 (H24) 中村ひとみ (三泳会) 40.50 (H27)

50m バタフライ 坂田 一晃 (かわうそ会) 30.84 (H28) 鈴木 美幸 (みずとり) 40.40 (H19)

65才以上

25m 自由形 深谷 壽邦 (ＭＣＣ) 14.42 (H23) 土橋 伸子 (三泳会) 17.67 (H19)

25m 平泳ぎ 小川 孝司 (個 人) 19.93 (H15) 小野 てる子 (三泳会) 22.76 (H 7)

25m 背泳ぎ 菅谷　邦彦 (市民) 18.48 (H28) 赤星 洋子 (楽水会) 21.86 (H20)

25m バタフライ 土屋　宏 (どうよう会先鋭) 14.78 (H29) 市場あい子 (楽水会) 20.75 (H24)

50m 自由形 小倉 良弘 (市民の会) 31.72 (H23) 白石　清美 (三泳会) 41.73 (H22)

50m 平泳ぎ 梅原 健三 (セサミ三鷹) 41.63 (H19) 大橋　純子 (みずとり) 47.34 (H28)

50m 背泳ぎ 菅谷　邦彦 (市民) 40.62 (H28) 赤星 洋子 (楽水会) 46.60 (H20)

50m バタフライ 土屋　宏 (どうよう会先鋭) 32.78 (H29) 市場あい子 (楽水会) 52.05 (H21)

75才以上

25m 自由形 小森 章好 (セサミ三鷹) 17.69 (H25) 長岡　裕子 (みずとり) 21.02 (H29)

25m 平泳ぎ 本間 久雄 （ＧＳ部） 23.95 (H25) 小野てる子 (三泳会) 27.79 (H23)

25m 背泳ぎ 鈴木　右二 (かわうそ会) 22.16 (H28) 大口　知子 (みずとり) 27.33 (H29)

25m バタフライ 本間 久雄 （ＧＳ部） 21.68 (H23) 長岡　裕子 (みずとり) 24.01 (H29)

50m 自由形 田尻　仁一 (セサミ三鷹) 40.72 (H27) 岩田 典子 (みずとり) 46.23 (H26)

50m 平泳ぎ 本間 久雄 （ＧＳ部） 51.19 (H23) 大倉 ひろ （ＧＳ部） 1:22.75 (H24)

50m 背泳ぎ 岩田 典子 (みずとり) 56.69 (H26)

50m バタフライ 鈴木　右二 (かわうそ会) 47.10 (H28) 綱井 博美 （ＧＳ部） 1:17.38 (H24)

200才以上

100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 市民の会 1:06.54 (H13) 三泳会A 1:10.34 (H29)

100m リレー 市民の会 56.41 (H22) 三泳会Ａ 1:01.97 (H27)

240才以上

100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ＭＣＣ 1:11.46 (H26) 三泳会 1:20.82 (H29)

100m リレー ＭＣＣ 1:02.24 (H24) 三泳会 1:09.37 (H29)

280才以上

100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ セサミ三鷹 1:21.08 (H22) 楽水会A 1:31.21 (H25)

100m リレー セサミ三鷹 1:08.39 (H22) 楽水会A 1:19.59 (H25)


