
□開催日／２０１９年９月１日（日） □開催会場／市民プール

□参加者数／延べ２７４人

国領小 56秒41 太田 隼介 上ノ原小 1分02秒80

小学３・４年生 黒田 武七 第一小 37秒73 劔持 陸

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 安田 悠真 第一小 41秒38 工藤 優真

柏野小 34秒55 黒田 琉生 第一小 34秒75

中学生 箸方 尚樹 第三中 26秒70 久下 駿斗

杉森小 40秒13 劔持 駿 杉森小 41秒12

小学５・６年生 玄羽虎太朗 北ノ台小 31秒35 塚尾 滉規

調布南高 29秒17 木口 寛人 調布南高 34秒91

１８～２９歳 馬原 愛斗 電通大 26秒44 薬野龍之介

神代中 29秒16 塚田真那人 第七中 31秒94

高校生 千葉 秀真 調布南高 26秒81 佐藤 和馬

28秒82 数籐良太郎 メガロス調布 29秒97

４０～４９歳 黒川 清貴 黒川スイミング 27秒87（大会新） 石田 温一

電通大 27秒62 小野 兼 電通大 27秒91

３０～３９歳 星野 太佑 電通大 26秒61 小林 誉裕

33秒54 田村 次郎 さつきクラブ 37秒69

６０～６９歳 佐藤 辰雄 31秒80 河村 清伸

ＪＭ５Ｓ 29秒22 西川伸一郎 ＪＭ５Ｓ 29秒90

５０～５９歳 池本 誠 アクラブ調布 30秒54 芝地 健司

1分16秒64 ―

48秒52 松山 忠義 メガロス調布 56秒53

８０歳以上の部 戸高 哲哉 1分04秒42 中尾 啓介

37秒41 岩下 幹雄 38秒85

７０～７９歳 小林 政昭 44秒26 本林 繁

―

小学３・４年生 松本 京香 ＡＳＩＪ 38秒22 鈴木 千絢 北ノ台小

小学１・２年生 村越 心美 北ノ台小 1分27秒69 ―

女子５０ｍ自由形

43秒05 ―

高校生 伊藤里香奈 調布南高 30秒36 山本英理香

38秒53 長沼 すい 40秒62

小学５・６年生 島田理々夏 飛田給小 39秒90 圓 成美 滝坂小

―

４０～４９歳 美濃部京子 31秒97 高橋美奈子

３０～３９歳 小林 千紘 35秒22 ―

桐朋女子高 31秒35 垂水 香子 桐朋女子高 32秒49

―

７０～７９歳 ― ―

―

６０～６９歳 若月 裕子 メガロス調布 56秒32 ―

38秒57 ―

５０～５９歳 丹野 絵里 メガロス調布 39秒48 ―

第三中 34秒76 河上 創祐

石原小 46秒86 劔持 駿 杉森小 51秒72

小学５・６年生 黒田 琉生 第一小 43秒52 岡村 尚太

―

小学３・４年生 門前 匠 柏野小 42秒01（大会新） 小林 佳輝

小学１・２年生 里見 駿成 国領小 1分30秒91 ―

８０歳以上の部 ― ― ―

ＡＳＩＪ 30秒70 長田 留佳 アクラブ調布 31秒34

１８～２９歳 浦野 多恵 38秒98 ―

中学生 富田 菜央 第三中 29秒88 松本 小春

―

―

１８～２９歳 日野 凱斗 電通大 35秒74 杉嵜 康幸 おっとっと 41秒82 ―

男子５０ｍ平泳

高校生 佐藤 和馬 調布南高 35秒04 ― ―

第七中 36秒60 浦野翔太郎 第三中 43秒38

北ノ台小 44秒64 石坂 音羽 染地小 45秒90

中学生 村上尋之助

４０～４９歳 沼宮内貴之 32秒82（大会新） 西村 浩二 ＪＭ５Ｓ 41秒10 西川伸一郎

３０～３９歳 ― ― ―

45秒63

ＪＭ５Ｓ 41秒28

５０～５９歳 初谷 彰郎 メガロス調布 41秒64 吉田 政昭 おっとっと 41秒97 芝地 健司

【水泳競技】



６０～６９歳 岩下 幹雄 43秒91 横田 国久 49秒92 安藤 昌弘

８０歳以上の部 戸高 哲哉 1分19秒90 中尾 啓介 1分38秒04 ―

56秒39

７０～７９歳 小林 政昭 53秒44 橋本 広 56秒64 ―

―

小学３・４年生 ― ―

女子５０ｍ平泳

小学１・２年生 松尾 美那 第一小 1分00秒09 小川 果歩 第三小 1分15秒11

―

中学生 安藤 美翔 第七中 40秒20 富田 菜央 第三中 40秒52

―

小学５・６年生 小林 清佳 石原小 41秒25 ―

―

１８～２９歳 浦野 多恵 51秒11 ―

手塚 佳乃 桐朋女子中 43秒16

高校生 鈴木 詩子 調布南高 44秒16 ―

―

４０～４９歳 ― ―

―

３０～３９歳 ― ―

―

６０～６９歳 濱野久美子 メガロス調布 55秒17 ―

―

５０～５９歳 ― ―

―

８０歳以上の部 ― ―

―

７０～７９歳 ― ―

1分20秒87 ―

小学３・４年生 黒田 武七 第一小 45秒20 河上 陽祐 柏野小

―

男子５０ｍ背泳

小学１・２年生 太田 隼介 上ノ原小 1分12秒38 工藤 優真 国領小

48秒85 須藤 大輝 飛田給小 51秒44

中学生 箸方 尚樹 第三中 31秒36 村上尋之助 第三中

49秒64 村越礼乙那 北ノ台小 57秒97

小学５・６年生 岡村 尚太 北ノ台小 47秒65 石坂 音羽 染地小

―

１８～２９歳 小野 兼 電通大 31秒26 高江 優介 電通大

33秒74 ―

高校生 ― ―

34秒22 宮崎 智弘 44秒76

４０～４９歳 西村 浩二 ＪＭ５Ｓ 38秒42 満留 啓介

33秒72 ―

３０～３９歳 小林 誉裕 32秒66 数藤良太郎 メガロス調布

41秒53 田村 次郎 さつきクラブ 47秒21

６０～６９歳 河村 清伸 50秒82 由井 洋三

49秒98 ―

５０～５９歳 池本 誠 アクラブ調布 35秒17 浦野 敏明

51秒32 ―

８０歳以上の部 ― ―

57秒26 ―

７０～７９歳 土井 幸司 46秒18 鈴木 右二

北ノ台小 1分26秒97 ―

小学３・４年生 鈴木 千絢 北ノ台小 48秒06 ―

―

女子５０ｍ背泳

小学１・２年生 松尾 美那 第一小 55秒58 村越 心美

飛田給小 48秒40 圓 成美 滝坂小 1分01秒53

中学生 襟川 愛子 桐朋女子中 34秒81 浅野 逢里

―

小学５・６年生 増本 黎虹 飛田給小 34秒85 島田理々夏

桐朋女子高 41秒46 石井 千皓 調布南高 47秒42

１８～２９歳 ― ―

アクラブ調布 35秒97 池本 奈緒 アクラブ調布 36秒35

高校生 山本英理香 桐朋女子高 36秒79 福井 彩菜

―

４０～４９歳 ― ―

―

３０～３９歳 小林 千紘 41秒72 ―

―

６０～６９歳 ― ―

―

５０～５９歳 丹野 絵里 メガロス調布 45秒66 ―

―

―

７０～７９歳 ― ―



８０歳以上の部 ― ―

―

小学３・４年生 門前 匠 柏野小 33秒68（大会新） 小林 佳輝 石原小

小学１・２年生 安田悠真 第一小 47秒64（大会新） ―

―

男子５０ｍバタフライ

―

中学生 美濃部孔貴 第三中 30秒01 久下 駿斗 神代中

38秒11 箕輪 弘大 アクラブ調布 47秒06

小学５・６年生 玄羽虎太朗 北ノ台小 34秒31 ―

―

１８～２９歳 馬原 愛斗 電通大 27秒44 鈴木 雄登 電通大

32秒24 河上 創祐 第七中 34秒19

高校生 千葉 秀真 調布南高 28秒33 ―

33秒11 ―

４０～４９歳 沼宮内貴之 29秒88（大会新） 石田 温一 ＪＭ５Ｓ

30秒25 福原 魁人 電通大 31秒86

３０～３９歳 立川 亮太 メガロス調布 33秒09 市橋 拓也

―

６０～６９歳 由井 洋三 1分03秒05 石原 仁誌

30秒49 岡村 尚吾 31秒73

５０～５９歳 浦野 敏明 36秒56 ―

51秒24 ―

８０歳以上の部 ― ―

1分28秒08 ―

７０～７９歳 土井 幸司 47秒71 鈴木 右二

―

小学３・４年生 松木 京香 ＡＳＩＪ 43秒12 高橋ひかり

―

女子５０ｍバタフライ

小学１・２年生 ― ―

飛田給小 34秒99 ―

中学生 襟川 愛子 桐朋女子中 32秒06 齋藤 澄佳

滝坂小 43秒55 長沼 すい 44秒41

小学５・６年生 小林 清佳 石原小 33秒02 増本 黎虹

―

１８～２９歳 ― ―

桐朋女子中 32秒87 浅野 逢里 アクラブ調布 33秒10

高校生 ― ―

―

４０～４９歳 美濃部京子 36秒01 ―

―

３０～３９歳 ― ―

―

６０～６９歳 ― ―

―

５０～５９歳 ― ―

―

８０歳以上の部 ― ―

―

―

７０～７９歳 ― ―

― ―

―

―

― ―

小学３・４年生 村越礼乙那 北ノ台小 4分34秒07

―

女子２００ｍ個人メドレー

男子２００ｍ個人メドレー

小学１・２年生 ―

４０～４９歳 高橋 豊 3分09秒02

―

小学５・６年生 塚尾 滉規 柏野小 3分12秒97 ― ―

１８～２９歳 ― ― ―

高校生 ― ―

中学生 ―

5分20秒71 ― ―

―

3分41秒70 紺野 勝規 3分55秒95 ―

3分02秒01 ―

―

８０歳以上の部 ― ― ―

７０～７９歳 青山 秀雄

―５０～５９歳 ―

―

３０～３９歳 駒井 雄一

６０～６９歳 佐藤 辰雄



2分25秒33 桐朋女子Ｃ 2分25秒85

１００歳以上 ＪＭ５Ｓ 2分18秒81 メガロス調布

１００歳未満 アクラブ調布男子 2分04秒75 調布南Ａ

２００ｍメドレーリレー

1分58秒20 ＪＭ５Ｓ

１００歳未満 アクラブ調布男子 1分50秒58 調布南Ｃ

2分33秒21 おっとっと フォー 2分50秒32

2分35秒98 おっとっと ワン 2分37秒27

小学１・２年生 ― ―

２００歳以上 おっとっと スリー 2分29秒43 さつきクラブ

2分17秒54 おっとっと フォー 2分22秒06

1分59秒29 おっとっと ワン 2分12秒78

２００歳以上 おっとっと スリー 2分13秒18 さつきクラブ

1分59秒11 ＳＵＭＭＥＲ ＧＩＲＬＳ 2分08秒43

２００ｍフリーリレー

１００歳以上 メガロス調布

小学５・６年生 ― ― ―

小学３・４年生 高橋ひかり 滝坂小 3分44秒84 ― ―

―

高校生 伊藤里香奈 2分34秒81 ― ―

中学生 ― ― ―

３０～３９歳 ― ― ―

１８～２９歳 ― ― ―

５０～５９歳 ― ― ―

４０～４９歳 ― ― ―

８０歳以上の部 ― ― ―

７０～７９歳 ― ― ―

６０～６９歳 ― ― ―



年齢区分

５０ｍ 自由形 小越　絢心 ３７－４３ 入江　大智 ３８－２３

５０ｍ 背泳ぎ 小越　絢心 ４６－０８ 入江　大智 ４８－０８

５０ｍ 平泳ぎ 出口　　汀 ５３－３６ 河上　陽祐 ５５－６８

５０ｍ バタフライ 若山　理世 ４７－１８ 安田　悠真 ４７－６４

５０ｍ 自由形 渡邊　楓梨 ３１－７１ 本間　尚輝 ３３－０１

５０ｍ 背泳ぎ 小越　絢心 ３９－３４ 中島　　怜 ３７－９０

５０ｍ 平泳ぎ 出口　　汀 ４１－９４ 門前　匠 ４２－０１

５０ｍ バタフライ 渡邊　楓梨 ３４－２４ 門前　匠 ３３－６８

５０ｍ 自由形 犬飼ゆう子 ２９－６ 平田雄三・根津隆宏 ３０－０

５０ｍ 背泳ぎ 石川　優希 ３４－８０ 中島　　怜 ３４－０７

５０ｍ 平泳ぎ 若山　沙羅 ３６－２４ 平田　雄三 ３５－１

５０ｍ バタフライ 青山　詩乃 ３２－２１ 奈良　唯安 ３２－２１

５０ｍ 自由形 出口　　汀 ２８－５６ 佐藤　慎一 ２６－６

５０ｍ 背泳ぎ 角田　鈴音 ３２－３３ 佐藤　慎一 ３０－６

５０ｍ 平泳ぎ 池田真由美 ３５－９ 根津　隆宏 ３２－５

５０ｍ バタフライ 近藤　ジュン ３１－０４ 魚崎　柾秀 ２７－６６

５０ｍ 自由形 大橋　美香 ２９－６ 渡部　　力 ２５－８４

５０ｍ 背泳ぎ 白崎　伶奈 ３４－００ 渡部　　力 ２９－８１

５０ｍ 平泳ぎ 上田早池峰 ３７－２ 根津　隆宏 ３１－４

５０ｍ バタフライ 本橋　佳奈 ３０－５４ 魚崎　柾秀 ２７－０１

５０ｍ 自由形 川崎富士子 ３０－６４ 山賀　竜馬 ２５－３６

５０ｍ 背泳ぎ 清水緋奈子 ３５－４８ 稲葉　昌大 ２８－９９

５０ｍ 平泳ぎ 前田　麻早 ３６－３３ 山賀　竜馬 ３２－０５

５０ｍ バタフライ 白崎　伶奈 ３２－７２ 馬原　愛斗 ２７－２４

５０ｍ 自由形 美濃部京子 ３０－８０ 稲葉　昌大 ２５－６９

５０ｍ 背泳ぎ 美濃部京子 ３７－３０ 稲葉　昌大 ２９－５７

５０ｍ 平泳ぎ 木村　玲子 ４２－７ 田中　　貴 ３２－３８

５０ｍ バタフライ 美濃部京子 ３４－７９ 喜安　克敏 ２８－０２

５０ｍ 自由形 美濃部京子 ３０－９５ 黒川　清貴 ２７－８７

５０ｍ 背泳ぎ 美濃部京子 ３７－８２ 鎌田　　浩 ３３－４４

５０ｍ 平泳ぎ 美濃部京子 ４３－７３ 沼宮内貴之 ３２－８２

５０ｍ バタフライ 美濃部京子 ３４－８９ 沼宮内貴之 ２９－８８

５０ｍ 自由形 金丸　浩美 ３４－５２ 遠藤　満久 ２９－２４

５０ｍ 背泳ぎ 大塚しげ美 ４１－８６ 佐藤　辰雄 ３７－７５

５０ｍ 平泳ぎ 小川　康子 ４７－５８ 遠藤　好文 ３５－７

５０ｍ バタフライ 神山　悦子 ４４－０ 徳永　暢之 ３３－１

５０ｍ 自由形 鈴木　歳子 ４１－９ 栗林　一昭 ３０－８８

５０ｍ 背泳ぎ 関　久美子 ５２－２０ 土井　幸司 ４２－７６

５０ｍ 平泳ぎ 神山　悦子 ５２－４７ 岩下　幹雄 ４２－１０

５０ｍ バタフライ 関　久美子 ５０－２９ 栗林　一昭 ３４－８９

５０ｍ 自由形 望月　照子 ４６－６４ 栗田　　近 ３５－４

５０ｍ 背泳ぎ 望月　照子 １－００－７４ 佐藤　忠雄 ４６－００

５０ｍ 平泳ぎ 神山　悦子 ５７－８６ 小林　政昭 ４９－００

５０ｍ バタフライ 神山　悦子 １－０１－９２ 鈴木　右二 ４２－９８

５０ｍ 自由形 中尾　啓介 １－０２－１２

５０ｍ 背泳ぎ

５０ｍ 平泳ぎ 中尾　啓介 １－１７－４７

５０ｍ バタフライ

小学生の部 伊藤里香奈 ２－４８－８４ 美濃部孔貴 ２－４４－２５

中高生の部 近藤　ジュン ２－２９－３３ 池本　亮 ２－２８－９１

一般の部 松岡　美喜 ２－３４－２５ 木島　　渉 ２－２２－８４

３０～３９歳
（Ｇ）

４０～４９歳
（Ｈ）

調布市民体育祭水泳競技 大会記録

種　　　目 女　　　子 男　　　子

小学１・２年
（Ａ）

小学３・４年
（Ｂ）

令和元年９月２日現在

小学５・６年
（Ｃ）

中学生
（Ｄ）

高校生
（Ｅ）

１８～２９歳
（Ｆ）

※一般の部～男女別、高校生除く１８歳以上全年齢無差別

５０～５９歳
（ Ｉ ）

６０～６９歳
（ Ｊ ）

７０～７９歳
（Ｋ）

８０歳以上
（Ｌ）

２００ｍ個人メドレー


