
水泳の日２０１６

みんなでリレー（8人・200ｍ）

順位 組 水路 チーム名 第１泳者氏名 第２泳者氏名 第３泳者氏名 第４泳者氏名 第５泳者氏名 第６泳者氏名 第７泳者氏名 第８泳者氏名 ゴール

1 3 5 おざわＡ 高橋　和真 稲田　颯 神庭　愛 大塚　玲音 関口　かなみ 稲田　樹 島田　奏 岩崎　蘭  1:42.79

2 1 5 川口南Ａ 鈴木　花菜 本間　虎稀 姫野　翔伍 桑名　恭成 栗田　瑞生 鈴木リズワン 北川　楽 今井　駿介  1:47.49

3 3 4 80's 中村　康英 齋藤　博 簗瀬　かおり 中村　千秋 関戸　直美 簾内　司 原田　裕代 千葉　佳奈絵  1:47.88

4 1 3 川口南Ｂ 佐藤　千優 島田　怜 渡部　青空 櫻井　雄斗 川田　郁斗 西川　礼人 木下　悠哉 中田　和  1:51.65

5 3 3 気愛でスイスイ 保坂　サキ 平本　武彰 中村　純子 中村　修 中村　海晟 美座　大輝 平本　舞 平本　真由美  1:53.85

6 3 8 目指せリオでゴールド 森下　有紀 成田　真由美 近藤　瑞紀 小山　恭輔 小野寺　誠 国沢　良祐 渡辺　佳彦 平石　芳枝  1:55.62

7 1 4 アカデミー相馬 大井　愛生 阿部　洸 金子　右橘 太田　祐輔 伏見　瞬 坂本　侑良 佐藤　好紘 齋藤　稜太  1:57.55

8 1 6 川口南Ｃ 濱野　圭佑 佐藤　恭介 吉田　怜央 池田　麗美 石橋　陸 有本　礼冶 小澤　信弘 北　陵太  2:04.42

9 3 7 川口元郷 山口　翔矢 荒井　鈴花 德田　さくら 蓮沼　美海 ｱｲﾕﾙﾄﾞｩｽﾞ虹南 梅香　美帆 新井　拓也 田代 ｱｯﾊﾟｰｽﾞ  2:04.63

10 1 2 まーめいどがーるず 浅野　桜子 濵田　真由美 小俣　亜実 前野　友理 齊田　朱理 新宮　ナナ 平松　葵良莉 戸山　櫻子  2:05.54

11 2 8 水道局水泳部 河田　茂 古山　結唯 児玉　静香 古山　学 児玉　恵理 河田　帆夏 毛利　美也子 毛利　厚  2:10.00

12 1 1 国分寺スイミング 細洞　行範 大塚　多聞 岡山　未來 岡山　瑠佳 北川　春風 北川　功 和田　洋輔 細洞　暢希  2:17.36

13 3 6 川口南Ｄ 栗原　英伸 西川　拓人 楠久　眞生 山田　峻大 永井　秀一 清水　陽太 水野　希美 丸山　心和  2:18.45

14 3 2 SA新城マスターズ 村上　守 小川　泰彦 遠藤　健二 杉井　優 杉脇　紀男 吉野　三枝子 吉橋　千津子 藤田　哲三  2:20.97

15 3 1 フジヤマSC3 渡邊　もみじ 渡辺　稟果 星野　太郎 渡邊　長己 星野　春菜 渡辺　光啓 渡辺　杏果 星野　草介  2:21.30

16 2 5 ちば　シュガー 石橋　玲子 佐藤　ふく子 井上　美重 本山　宏子 寺島　理佳 北野　公子 寺島　衣理 川崎　真理  2:27.96

17 2 3 気愛でスイスイＢチーム 増田　美恵子 十河　妙子 野村　哲子 長谷川　幸子 犬塚　沙織 小口　佳代 飛坂　霧子 天羽　朋子  2:30.33

18 1 7 SA新城選抜Ａ 川村　祐太 米村　涼花 西山　大樹 副島　海月 斉藤　奏月 高野　麗 金子　和也 下村　勇人  2:32.49

19 2 6 朝日丸Best 田村　みよ 竹中　和子 鈴木　早苗 比嘉　裕子 竹本　里香 岡田　道子 森　邦子 竹内　麗子  2:40.90

20 2 2 マーメイド松戸 森本　美恵 八田　清子 山本　恭子 武藤　歌子 馬渡　厚子 若松　はる子 後藤　節子 池田　則子  2:41.75

21 2 7 有明酔夢 千葉　規子 中村　東憲 松澤　育子 園原　成子 渡辺　加奈江 比嘉　憲将 鈴木　達郎 小川　亮太  2:59.01

22 2 1 茜浜ＤＦＳ 正岡　多美子 斉藤　久美子 内田　朱実 鈴木　文枝 丸岡　正夫 遠藤　康子 中越　和子 井上　治子  2:59.96

23 1 8 あいプラザ・石巻 及川　倖正 阿部　暖菜 遠山　由渚 山中　莉紗 遠藤　和樹 生出　有純 武山　琥珀 武山　楽都  3:07.58

24 2 4 シンクロチーム 斉藤　久美 竹中　太一 竹中　園恵 阿部　隼人 阿部　剛志 下村　勇人 下村　誉 ｳｪﾝ ﾋﾞﾝﾐﾝ  3:23.94


