
2022年度白山市スポーツ少年団水泳競技大会               男子成績一覧表 ６年生

2022/11/06 ～ 2022/11/06

会場    学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 北村　俊亮 小6 村田　　蓮 小6 高松　　昂 小6 小田　陽翔 小6 二口　淳之介 小6 橋口　虎司 小6

50m 美川スイム ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ 北陽水泳 美川スイム 北陽水泳 北陽水泳

タイム決勝 32.15 35.99 36.96 38.64 39.08 39.52

背泳ぎ 北村　俊亮 小6 小田　陽翔 小6 坪井　　晟 小6 二口　淳之介 小6 中村　紅雅 小6

50m 美川スイム 美川スイム ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 北陽水泳 北陽水泳

タイム決勝 36.67 47.29 47.52 50.74 1:07.98

平泳ぎ 橋口　虎司 小6 村田　　蓮 小6 馬渕　大輔 小6 加藤　慶大 小6 坪井　　晟 小6 吉本　琳太 小6

50m 北陽水泳 ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ 北陽水泳 ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ

タイム決勝 47.69 50.77 51.80 52.79 54.83 57.82

バタフライ 高松　　昂 小6

50m 北陽水泳

タイム決勝 41.75
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2022年度白山市スポーツ少年団水泳競技大会               女子成績一覧表 ６年生

2022/11/06 ～ 2022/11/06

会場    学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 長戸　瑠良 小6 熊谷　一華 小6 松田　芽依 小6 伊波　愛莉 小6 前川　ももか 小6 河村　優希 小6

50m 北陽水泳 北陽水泳 美川スイム ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ

タイム決勝 30.12 38.33 41.56 41.73 46.36 47.14

(大会新)

背泳ぎ 東　　咲良 小6 松田　芽依 小6

50m ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 美川スイム

タイム決勝 44.24 46.70

平泳ぎ 熊谷　一華 小6 前川　ももか 小6 伊波　愛莉 小6 河村　優希 小6

50m 北陽水泳 ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ

タイム決勝 46.69 53.77 56.21 1:03.72

バタフライ 長戸　瑠良 小6 東　　咲良 小6

50m 北陽水泳 ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ

タイム決勝 33.73 42.70
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2022年度白山市スポーツ少年団水泳競技大会               男子成績一覧表 ５年生

2022/11/06 ～ 2022/11/06

会場    学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位

自由形 山中　諒人 小5 星野　凌人 小5 中西　暁飛 小5 若宮　弘幸 小5 岡村　　春 小5

50m ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ 北陽水泳 美川スイム 美川スイム ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ

タイム決勝 34.73 45.37 49.67 52.67 53.01

背泳ぎ 岡村　　春 小5

50m ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ

タイム決勝 1:11.94

平泳ぎ 山中　諒人 小5 中西　暁飛 小5 若宮　弘幸 小5 星野　凌人 小5

50m ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ 美川スイム 美川スイム 北陽水泳

タイム決勝 50.94 1:00.64 1:04.76 1:05.37

バタフライ 畑谷　遥誠 小5 村田　　珀 小5

50m ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ

タイム決勝 52.54 55.29
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2022年度白山市スポーツ少年団水泳競技大会               女子成績一覧表 ５年生

2022/11/06 ～ 2022/11/06

会場    学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 笠間　　蒼 小5 佐藤　心優 小5 吉本　愛海 小5 村中　李萌 小5 向　　悠花 小5 並河　明日香 小5

50m ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 北陽水泳 北陽水泳 北陽水泳 北陽水泳 美川スイム

タイム決勝 36.23 44.16 44.71 47.08 47.16 47.99

背泳ぎ 竹本　汐里 小5 加部　葵衣 小5 吉本　愛海 小5 村中　李萌 小5 向　　悠花 小5 大脇　実空 小5

50m ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 北陽水泳 北陽水泳 北陽水泳 美川スイム

タイム決勝 40.88 45.31 50.99 53.90 55.48 1:05.26

平泳ぎ 竹本　汐里 小5 佐藤　心優 小5 並河　明日香 小5

50m ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 北陽水泳 美川スイム

タイム決勝 47.29 1:00.58 1:02.22

バタフライ 笠間　　蒼 小5 加部　葵衣 小5

50m ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ

タイム決勝 41.13 41.60
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2022年度白山市スポーツ少年団水泳競技大会               男子成績一覧表 ４年生以下

2022/11/06 ～ 2022/11/06

会場    学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 石川　結斗 小4 吉本　瑛士 小4 大木　鉄平 小3 久貝　琉稀 小4 松田　幸大 小2 高橋　龍馬 小3

50m 美川スイム ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 北陽水泳 北陽水泳 ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ

タイム決勝 34.90 42.24 42.97 48.67 51.71 51.92

背泳ぎ 松田　幸大 小2 加部　隼輝 小2 勝尾　瑛斗 小3 西野　大貴 小3 竹本　晴登 小2 加波　修太 小3

50m ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 北陽水泳 ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ

タイム決勝 57.78 58.29 58.81 1:05.28 1:06.90 1:08.64

平泳ぎ 石川　結斗 小4 梅野　優太 小3 髙地　晃叶 小2

50m 美川スイム 北陽水泳 ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ

タイム決勝 48.28 1:23.66 1:25.05

バタフライ 吉本　瑛士 小4 大木　鉄平 小3 久貝　琉稀 小4 高橋　龍馬 小3 西野　大貴 小3

50m ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 北陽水泳 北陽水泳 ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ

タイム決勝 55.10 1:00.97 1:15.17 1:15.96 1:27.11
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2022年度白山市スポーツ少年団水泳競技大会               女子成績一覧表 ４年生以下

2022/11/06 ～ 2022/11/06

会場    学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 山下　栞那 小4 伊波　純菜 小4 吉田　紗蘭 小4 小野　虹心 小3 丹羽　芽生 小3 小田　紗那 小4

50m 美川スイム ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 北陽水泳 美川スイム ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 美川スイム

タイム決勝 35.45 43.55 44.57 46.46 48.26 48.95

背泳ぎ 竹本　伊澄 小3 小田　紗那 小4 山下　菜那 小1 中山　　唯 小3 山口　柚紀 小4 桑原　心音 小2

50m ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 美川スイム 美川スイム ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 美川スイム

タイム決勝 48.86 53.75 56.09 1:03.90 1:04.25 1:08.08

平泳ぎ 山下　栞那 小4 山下　菜那 小1 丹羽　芽生 小3 伊波　純菜 小4 小野　虹心 小3 吉田　紗蘭 小4

50m 美川スイム 美川スイム ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 美川スイム 北陽水泳

タイム決勝 45.32 57.95 59.88 1:01.87 1:02.04 1:03.18

バタフライ 竹本　伊澄 小3 家元　千咲 小4 高橋　夏帆 小3

50m ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ

タイム決勝 49.16 1:02.80 1:11.54
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2022年度白山市スポーツ少年団水泳競技大会               男子成績一覧表 学年無制限

2022/11/06 ～ 2022/11/06

会場    学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

個人メドレー 北村　俊亮 小6 山中　諒人 小5 高松　　昂 小6 坪井　　晟 小6 橋口　虎司 小6 加藤　慶大 小6

100m 美川スイム ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ 北陽水泳 ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 北陽水泳 ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ

タイム決勝 1:20.84 1:30.74 1:33.01 1:38.68 1:38.90 1:42.97

リレー 美川スイム ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ 北陽水泳 ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ

200m 北村　俊亮 小6 村田　　蓮 小6 橋口　虎司 小6 坪井　　晟 小6

タイム決勝 小田　陽翔 小6 畑谷　遥誠 小5 馬渕　大輔 小6 吉本　瑛士 小4

中西　暁飛 小5 村田　　珀 小5 高松　　昂 小6 加藤　慶大 小6

石川　結斗 小4 山中　諒人 小5 二口　淳之介 小6 吉本　琳太 小6

2:34.16 Fin. 2:37.84 Fin. 2:39.44 Fin. 2:42.74 Fin.

   31.71 1st.    35.29 1st.    40.47 1st.    37.47 1st.

メドレーリレー 美川スイム 北陽水泳 ｹﾞｯﾄﾌﾚﾝｽﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ

200m 北村　俊亮 小6 二口　淳之介 小6 村田　　珀 小5 吉本　瑛士 小4

タイム決勝 小田　陽翔 小6 橋口　虎司 小6 村田　　蓮 小6 加藤　慶大 小6

石川　結斗 小4 高松　　昂 小6 山中　諒人 小5 坪井　　晟 小6

中西　暁飛 小5 馬渕　大輔 小6 畑谷　遥誠 小5 吉本　琳太 小6

2:50.73 Fin. 2:57.29 Fin. 2:59.97 Fin. 3:08.43 Fin.

   36.26 1st.    50.51 1st.    51.42 1st.    51.15 1st.
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2022年度白山市スポーツ少年団水泳競技大会               女子成績一覧表 学年無制限

2022/11/06 ～ 2022/11/06

会場    学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

個人メドレー 長戸　瑠良 小6 竹本　汐里 小5 山下　栞那 小4 加部　葵衣 小5 笠間　　蒼 小5 熊谷　一華 小6

100m 北陽水泳 ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 美川スイム ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞ 北陽水泳

タイム決勝 1:14.48 1:26.91 1:26.93 1:37.70 1:39.39 1:40.59

リレー ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞA 北陽水泳 美川スイム ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞB

200m 竹本　汐里 小5 長戸　瑠良 小6 山下　栞那 小4 竹本　伊澄 小3

タイム決勝 加部　葵衣 小5 佐藤　心優 小5 松田　芽依 小6 丹羽　芽生 小3

笠間　　蒼 小5 吉本　愛海 小5 小野　虹心 小3 伊波　純菜 小4

東　　咲良 小6 熊谷　一華 小6 大脇　実空 小5 伊波　愛莉 小6

2:28.29 Fin. 2:38.66 Fin. 2:48.01 Fin. 3:00.00 Fin.

   35.46 1st.    29.84 1st.    35.28 1st.    42.34 1st.

(大会新) 1st.

メドレーリレー ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞA 北陽水泳 美川スイム ﾗｯｺｽｲﾐﾝｸﾞB

200m 加部　葵衣 小5 長戸　瑠良 小6 小野　虹心 小3 伊波　愛莉 小6

タイム決勝 笠間　　蒼 小5 熊谷　一華 小6 松田　芽依 小6 竹本　伊澄 小3

竹本　汐里 小5 佐藤　心優 小5 山下　栞那 小4 伊波　純菜 小4

東　　咲良 小6 吉本　愛海 小5 大脇　実空 小5 丹羽　芽生 小3

2:45.77 Fin. 3:01.76 Fin. 3:12.12 Fin. 3:14.07 Fin.

   44.21 1st.    34.34 1st.    53.19 1st.    48.94 1st.

(大会新) 1st.
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