
2010年度第44回市町村水泳大会 2010/6/27町田市営プール

三鷹市のエントリーと競技予定時刻
＜注意＞ リレーオーダーは申込み時の案です。当日朝正式決定します。

競技時刻はだいたいの予定です。遅れないようにご注意ください。
招集所はサブプール・プールサイドです。
招集は５０ｍ競技は１０レース前、１００，２００ｍ競技は６レース前です。

NO. 組数 競技時刻

1 女子 ２００ｍ 一般 個人メドレ 田制 小春 2 10:00
2 男子 ２００ｍ 一般 個人メドレ 坂井 亮太 2

女子 ２００ｍメドレリレー 10:07
1泳 2泳 3泳 4泳

3 60歳以上 一戸 伸代 小林 フミ 大橋 純子 小池 邦子 1
4 50歳以上 加茂 隆子 杉本 裕子 中村 ひとみ 宮沢みどり 1
5 40歳以上 石井 久栄 木村美加子 山内ひとみ 堀田 澄子 2
6 30歳以上 犬飼 涼子 前田 美紀 横山 亜希子 河口 奈美 2
7 一般 山口 沙緒理 田制 小春 中村 郁絵 伊達 明子 2

男子 ２００ｍメドレリレー 10:50
1泳 2泳 3泳 4泳

8 60歳以上 小倉 良弘 釜池 宏 吉野 多摩男 玉利 省一郎 2
9 50歳以上 中野 裕司 井口 仁隆 土屋 宏 小林 雅之 2
10 40歳以上 大久保 雅彦 坂田 一晃 奈良 和康 佐藤 清 2
11 30歳以上 矢田部 力 脇坂 智大 長谷川 寿一 関本 顕耶 2
12 一般 山口 尚紀 坂井 亮太 相原 雄介 北脇 潤也 2

13 女子 ５０ｍ 70歳以上 自由形 藤城 睦子 梶原ゆみ子 2 11:26
14 女子 ５０ｍ 60歳以上 自由形 柏木 多恵子 小池 邦子 3
15 女子 ５０ｍ 50歳以上 自由形 宮沢みどり 小西多江子 4
16 女子 ５０ｍ 40歳以上 自由形 堀田 澄子 石井 久栄 4
17 女子 ５０ｍ 30歳以上 自由形 横山亜希子 犬飼 涼子 4
18 女子 ５０ｍ 一般 自由形 伊達 明子 塚西 香織 3

19 男子 ５０ｍ 70歳以上 自由形 本間 久雄 3 11:58
20 男子 ５０ｍ 60歳以上 自由形 小倉 良弘 玉利省一郎 5
21 男子 ５０ｍ 50歳以上 自由形 小林 雅之 井口 仁隆 5
22 男子 ５０ｍ 40歳以上 自由形 奈良 和康 大久保雅彦 5
23 男子 ５０ｍ 30歳以上 自由形 長谷川寿一 多賀 洋志 4
24 男子 ５０ｍ 一般 自由形 北脇 潤也 村田 祐一 3

25 女子 ５０ｍ 70歳以上 背泳ぎ 藤城 睦子 岩田 典子 1 12:33
26 女子 ５０ｍ 60歳以上 背泳ぎ 一戸 伸代 日隈 寿江 3
27 女子 ５０ｍ 50歳以上 背泳ぎ 加茂 隆子 中村ひとみ 3
28 女子 ５０ｍ 40歳以上 背泳ぎ 石井 久栄 近藤志津世 3
29 女子 ５０ｍ 30歳以上 背泳ぎ 横山亜希子 犬飼 涼子 3
30 女子 ５０ｍ 一般 背泳ぎ 山口沙緒理 中村 郁絵 3

31 男子 ５０ｍ 70歳以上 背泳ぎ 神 忠久 2 13:01
32 男子 ５０ｍ 60歳以上 背泳ぎ 玉利省一郎 吉野多摩男 3
33 男子 ５０ｍ 50歳以上 背泳ぎ 中野 裕司 鈴木 彰 2
34 男子 ５０ｍ 40歳以上 背泳ぎ 佐藤 清 大久保雅彦 3
35 男子 ５０ｍ 30歳以上 背泳ぎ 矢田部 力 田中 英夫 3
36 男子 ５０ｍ 一般 背泳ぎ 林 宏 今泉 正次 2



37 男子 １００ｍ 30歳以上 自由形 関本 顕耶 多賀 洋志 3 13:25
38 男子 １００ｍ 一般 自由形 村田 祐一 宮崎 智弘 2
39 男子 １００ｍ 30歳以上 背泳ぎ 矢田部 力 2
40 男子 １００ｍ 一般 背泳ぎ 2
41 男子 １００ｍ 30歳以上 バタフライ 1
42 男子 １００ｍ 一般 バタフライ 相原 雄介 山口 尚己 2
43 男子 １００ｍ 30歳以上 平泳ぎ 脇坂 智大 宮崎 智弘 3
44 男子 １００ｍ 一般 平泳ぎ 坂井 亮太 2

45 女子 ５０ｍ 70歳以上 バタフライ 梶原ゆみ子 1 14:03
46 女子 ５０ｍ 60歳以上 バタフライ 大橋 純子 柿本 博美 2
47 女子 ５０ｍ 50歳以上 バタフライ 中村ひとみ 服部三恵子 2
48 女子 ５０ｍ 40歳以上 バタフライ 近藤志津世 山内ひとみ 3
49 女子 ５０ｍ 30歳以上 バタフライ 前田 美紀 桑原由美子 2
50 女子 ５０ｍ 一般 バタフライ 山口沙緒理 中村 郁絵 2

51 男子 ５０ｍ 70歳以上 バタフライ 丹下 義信 1 14:23
52 男子 ５０ｍ 60歳以上 バタフライ 小倉 良弘 吉野多摩男 3
53 男子 ５０ｍ 50歳以上 バタフライ 井口 仁隆 土屋 宏 3
54 男子 ５０ｍ 40歳以上 バタフライ 奈良 和康 坂田 一晃 3
55 男子 ５０ｍ 30歳以上 バタフライ 長谷川 寿一 峠 幸雄 3
56 男子 ５０ｍ 一般 バタフライ 相原 雄介 山口 尚己 2

57 女子 ５０ｍ 70歳以上 平泳ぎ 岩田 典子 田中さつき 1 14:45
58 女子 ５０ｍ 60歳以上 平泳ぎ 小林 フミ 大橋 純子 3
59 女子 ５０ｍ 50歳以上 平泳ぎ 宮沢みどり 杉本 裕子 3
60 女子 ５０ｍ 40歳以上 平泳ぎ 堀内 和子 木村美加子 3
61 女子 ５０ｍ 30歳以上 平泳ぎ 前田 美紀 河口 奈美 2
62 女子 ５０ｍ 一般 平泳ぎ 伊達 明子 塚西 香織 2

63 男子 ５０ｍ 70歳以上 平泳ぎ 本間 久雄 2 15:10
64 男子 ５０ｍ 60歳以上 平泳ぎ 釜池 宏 菊地 輝男 3
65 男子 ５０ｍ 50歳以上 平泳ぎ 中野 裕司 柳井 宏夫 4
66 男子 ５０ｍ 40歳以上 平泳ぎ 峠 幸雄 坂田 一晃 4
67 男子 ５０ｍ 30歳以上 平泳ぎ 脇坂 智大 関本 顕耶 3
68 男子 ５０ｍ 一般 平泳ぎ 北脇 潤也 林 宏 2

女子 ２００ｍ リレー 15:39
1泳 2泳 3泳 4泳

69 60歳以上 小池 邦子 柏木 多恵子 丸岡 近賀子 大橋 純子 1
70 50歳以上 小西 多江子 服部 三恵子 中村 ひとみ 宮沢 みどり 2
71 40歳以上 堀田 澄子 近藤 志津世 山内 ひとみ 石井 久栄 2
72 30歳以上 河口 奈美 犬飼 涼子 木村 美加子 前田 美紀 2
73 一般 山口 沙緒理 塚西 香織 中村 郁絵 伊達 明子 2

男子 ２００ｍ リレー 16:15
1泳 2泳 3泳 4泳

74 60歳以上 小倉 良弘 菊地 輝男 吉野 多摩男 玉利 省一郎 2
75 50歳以上 井口 仁隆 土屋 宏 小林 雅之 中野 裕司 2
76 40歳以上 大久保 雅彦 坂田 一晃 奈良 和康 佐藤 清 2
77 30歳以上 矢田部 力 多賀 洋志 脇坂 智大 関本 顕耶 2
78 一般 平井 翔 山口 尚紀 北脇 潤也 相原 雄介 2


