
□開催日／平成３０年９月２日（日） □開催会場／市民プール

ティップネス国領 1分10秒36 ―

小学３・４年生 古瀬 輝人 調和小 33秒29 大山 開地

種目 第１位記録 第２位記録 第３位記録

男子５０ｍ自由形

小学１・２年生 横井 海俐 後楽園調布 47秒84 紺野 健信

第二小 33秒42 鈴木 浩利 北ノ台小 34秒93

中学生 箸方 尚樹 第三中 27秒34 三友 渉

第二小 35秒45 入江 大智 アクラブ調布 36秒51

小学５・６年生 伊藤 優里 調和小 33秒06 村上寛次郎

調布北高 28秒12 守田 龍和 明大明治高 29秒37

１６～２９歳 馬原 愛斗 電通大 26秒61 樟 純太

明大明治中 29秒74 久下 駿斗 神代中 30秒61

高校生 佐藤 伶 明大明治高 27秒67 田代 睦季

29秒25 播田 修 29秒34

４０～４９歳 黒川 清貴 黒川スイミング 28秒44 石田 温一

メガロス調布 26秒61 遠藤 丈 電通大 27秒16

３０～３９歳 木村 祐 29秒10 小林 誉裕

35秒75 田村 次郎 37秒47

６０～６９歳 河村 清伸 36秒33 岩下 幹雄

29秒08 岡村 尚吾 29秒20

５０～５９歳 芝地 健司 32秒69 荒井 文男

女子５０ｍ自由形

―

49秒81 ―

８０歳以上の部 ― ―

38秒92 石原 仁誌 58秒96

７０～７９歳 脇田 昌二 ルネサンス仙川 43秒67 小林 政昭

39秒10 小山 天 ティップネス国領 41秒29

小学５・６年生 青山 詩乃 杉森小 29秒86 佐藤 小宵 深大寺小

42秒05 村上十桜子 第二小 48秒02

小学３・４年生 渡辺奈々恵 アクラブ調布 35秒26 浅原 里南 桐朋小

小学１・２年生 鈴木 千絢 北ノ台小 41秒05 松木 京香 ＡＳＩＪ

桐朋女子高 31秒66 垂水 香子 桐朋女子高 32秒57

―

32秒12 福岡 奈莉 滝坂小 32秒23

高校生 高橋みのり 調布北高 30秒21 山本英理香

36秒64 ―

５０～５９歳 ― ―

―

４０～４９歳 美濃部京子 32秒14 高橋美奈子

３０～３９歳 小林 千紘 37秒01 ―

７０～７９歳 ― ―

―

６０～６９歳 ― ―

第三中 34秒14 箸方 尚樹

第二小 47秒05 小川 遙太 第三小 55秒25

小学５・６年生 河上 創祐 柏野小 39秒56 鈴木 浩利

ティップネス国領 1分33秒23 ―

小学３・４年生 黒田 琉生 第一小 45秒04 大山 開地

小学１・２年生 河上 陽祐 柏野小 55秒68 紺野 健信

８０歳以上の部 ― ― ―

第三中 30秒78 池本 奈緒 アクラブ調布 30秒78

１６～２９歳 白崎 伶奈 明治大 30秒98 ―

中学生 鈴木 実咲 神代中 30秒08 富田 菜央

―

―

明大明治高 35秒67

１６～２９歳 日野 凱斗 電通大 34秒72 和泉 達也 電通大 36秒70 杉嵜 康幸

男子５０ｍ平泳

高校生 田代 睦季 調布北高 33秒81 田所 剛 明大明治高 34秒35 武田 丈

第三中 35秒00 前田 智成 ティップネス国領 42秒05

北ノ台小 44秒27 橋本 拓弥 ティップネス国領 52秒41

中学生 村上尋之助

４０～４９歳 沼宮内貴之 33秒57 岡田 英人 38秒46 ―

おっとっと 38秒12

３０～３９歳 岩永 真祐 43秒86 渡辺 淳 メガロス調布 44秒59 ―

ルネサンス仙川 42秒32５０～５９歳 阿部 勤 メガロス調布 40秒08 初谷 彰朗 メガロス調布 40秒90 吉田 政昭

【水泳競技】



６０～６９歳 岩下 幹雄 46秒86 原島 通昭 ルネサンス仙川 48秒90 横田 国久

８０歳以上の部 ― ― ―

51秒42

７０～７９歳 小林 政昭 52秒36 脇田 昌二 ルネサンス仙川 53秒40 ―

間瀬 朱璃 ティップネス国領 1分15秒17

小学３・４年生 間部 心結 アクラブ調布 52秒79 石川 有紗 国領小 52秒99

女子５０ｍ平泳

小学１・２年生 鈴木 千絢 北ノ台小 54秒18 村上十桜子 第二小 1分02秒20

柿内 優那 調和小 41秒57

中学生 鈴木 実咲 神代中 36秒45 富田 菜央 第三中 39秒51

紺野 千尋 ティップネス国領 54秒61

小学５・６年生 堀内 美玲 北ノ台小 38秒05 福岡 奈莉 滝坂小 41秒31

船田 知穂 桐朋女子高 47秒02

１６～２９歳 ― ―

千葉みずき 第七中 39秒59

高校生 三芳 真緒 調布北高 41秒41 伊藤 未侑 調布北高 43秒30

―

４０～４９歳 美濃部京子 43秒73 ―

―

３０～３９歳 石原香野子 55秒38 千坂 美樹 桐朋学園 1分00秒36

―

６０～６９歳 ― ―

―

５０～５９歳 ― ―

―

８０歳以上の部 ― ―

―

７０～７９歳 ― ―

―

小学３・４年生 杉本貫太郎 アクラブ調布 41秒08 入江 大智 アクラブ調布

―

男子５０ｍ背泳

小学１・２年生 河上 陽祐 柏野小 54秒17 ―

53秒72 久枝 寛典 ティップネス国領 55秒42

中学生 石坂 音桜 ティップネス国領 45秒85 ―

46秒12 黒田 武七 第一小 52秒42

小学５・６年生 伊藤 優里 調和小 38秒36 岡村 尚太 北ノ台小

39秒48 末永 典欧 調布北高 43秒14

１６～２９歳 ― ―

―

高校生 西村 岬 三鷹中等教育学校 32秒93 井上 大暉 明大明治高

33秒87 ―

４０～４９歳 池本 誠 アクラブ調布 35秒99 高橋 豊

―

３０～３９歳 数藤良太郎 メガロス調布 33秒76 小林 誉裕

43秒45 田村 次郎 47秒60

６０～６９歳 河村 清伸 47秒72 由井 洋三

43秒40 ―

５０～５９歳 佐藤 辰雄 39秒72 浦野 敏明

50秒63 三宅 勉 ルネサンス仙川 57秒63

８０歳以上の部 ― ―

59秒51 石原 仁誌 1分49秒54

７０～７９歳 土井 幸司 46秒72 鈴木 右二

―

小学３・４年生 若山 理世 晃華学園 39秒74 高橋ひかり

―

女子５０ｍ背泳

小学１・２年生 間瀬 朱璃 ティップネス国領 1分09秒88 ―

杉森小 38秒22 柿内 優那 調和小 41秒64

中学生 角田 鈴音 桐朋女子中 32秒33 松木 小春

滝坂小 48秒48 島田理々夏 飛田給小 55秒32

小学５・６年生 小越 絢心 若葉小 36秒74 小原 朋華

桐朋女子高 38秒86 長山 陽香 調布北高 40秒62

１６～２９歳 ― ―

ＡＳＩＪ 35秒99 池本 奈緒 アクラブ調布 36秒28

高校生 山本英理香 桐朋女子高 38秒39 葛城あいな

―

４０～４９歳 ― ―

―

３０～３９歳 小林 千紘 41秒75 ―

―

６０～６９歳 ― ―

―

５０～５９歳 ― ―

―

―

７０～７９歳 ― ―



８０歳以上の部 ― ―

51秒55 ―

小学３・４年生 古瀬 輝人 調和小 37秒54 門前 匠 柏野小

小学１・２年生 杉本剣四郎 アクラブ調布 49秒05 横井 海俐 後楽園調布

―

男子５０ｍバタフライ

56秒27 ―

中学生 美濃部孔貴 第三中 30秒35 池本 亮 アクラブ調布

37秒81 杉本貫太郎 アクラブ調布 43秒44

小学５・６年生 村上寛次郎 第二小 40秒60 岡村 尚太 北ノ台小

30秒68 青木 健太 アクラブ調布 30秒93

１６～２９歳 樟 純太 メガロス調布 28秒65 遠藤 丈 電通大

30秒68 三友 渉 明大明治中 32秒94

高校生 西村 岬 三鷹中等教育学校 30秒41 佐藤 伶 明大明治高

32秒98 ―

４０～４９歳 沼宮内貴之 30秒54 石田 温一

28秒96 日野 凱斗 電通大 29秒62

３０～３９歳 播田 修 30秒99 立川 亮太 メガロス調布

37秒72 ―

６０～６９歳 由井 洋三 1分04秒09 ―

30秒62 岡村 尚吾 31秒24

５０～５９歳 浦野 敏明 36秒55 増田洋一郎

51秒97 三宅 勉 ルネサンス仙川 1分06秒30

８０歳以上の部 ― ―

―

７０～７９歳 土井 幸司 49秒27 鈴木 右二

―

小学３・４年生 若山 理世 晃華学園 37秒67 渡辺奈々恵

―

女子５０ｍバタフライ

小学１・２年生 松木 京香 ＡＳＩＪ 53秒50 ―

柏野小 34秒36 小原 朋華 杉森小 35秒84

中学生 近藤ジュン 桐朋女子中 31秒04 角田 鈴音

アクラブ調布 40秒29 石川 有紗 国領小 45秒36

小学５・６年生 青山 詩乃 杉森小 32秒21 安藤 美翔

桐朋女子高 35秒68 兼平 みこ 調布北高 36秒48

１６～２９歳 白崎 伶奈 明治大 32秒72 ―

桐朋女子中 31秒49 浅野 逢里 アクラブ調布 32秒87

高校生 高橋みのり 調布北高 34秒92 垂水 香子

―

４０～４９歳 高橋美奈子 47秒20 ―

―

３０～３９歳 ― ―

―

６０～６９歳 ― ―

―

５０～５９歳 ― ―

―

８０歳以上の部 ― ―

―

７０～７９歳 ― ―

―

― ―

3分24秒68 ―

小学３・４年生 ― ― ―

男子２００ｍ個人メドレー

小学１・２年生 杉本剣四郎 アクラブ調布 3分45秒73

3分03秒69 初谷 彰朗 メガロス調布

４０～４９歳 北村嘉一郎 3分04秒84 高橋 豊

2分34秒82 ―

小学５・６年生 河上 創祐 柏野小 2分54秒41 ― ―

１６～２９歳 馬原 愛斗 電通大 2分31秒96 ― ―

高校生 ― ― ―

― ―

６０～６９歳 ― ― ―

３０～３９歳 紺野 勝規 4分14秒75 ― ―

3分53秒40 ―５０～５９歳 佐藤 辰雄

女子２００ｍ個人メドレー

中学生 池本 亮 アクラブ調布 2分32秒16 村上尋之助 第三中

８０歳以上の部 ― ― ―

７０～７９歳 ―



2分04秒86 明大明治Ａ 2分12秒67

１００歳以上 ＪＭ５Ｓ 2分10秒73 メガロス調布

１００歳未満 アクラブ調布中学男子 2分02秒45 ウィー

２００ｍメドレーリレー

1分54秒42

２００ｍフリーリレー

１００歳以上 ＪＭ５Ｓ 1分56秒04 メガロス調布

１００歳未満 ウィー 1分49秒29 アクラブ調布中学男子

3分01秒54 ―

2分32秒28 ―

２００歳以上 さつきクラブ 2分35秒92 ルネサンス仙川

2分47秒38 ―

1分59秒77 黒サソリの会 2分19秒81

２００歳以上 さつきクラブ 2分17秒79 ルネサンス仙川

1分54秒06 明大明治Ａ

小学１・２年生 ― ― ―

小学５・６年生 堀内 美玲 北ノ台小 2分50秒74 安藤 美翔 柏野小 2分54秒32

小学３・４年生 ― ― ―

2分42秒42

高校生 ― ― ―

中学生 近藤ジュン 桐朋女子中 2分29秒33 伊藤里香奈 第六中 2分38秒16 西田 梨沙 恵泉女学園

３０～３９歳 ― ― ―

１６～２９歳 ― ― ―

５０～５９歳 ― ― ―

４０～４９歳 ― ― ―

８０歳以上の部 ― ― ―

７０～７９歳 ― ― ―

６０～６９歳 ― ― ―


