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第４回但馬オープン水泳競技会
平成２３年６月２６日 ようか温水プールにて

区分について 小低＝小学4年以下 小高＝小学5･6年生 中学＝中学 高校＝高校生
20＝39才以下 40＝40才～59才 60＝60才以上

「区分 組・コース 氏名 所属」の順。

１ 100M個人メドレー
小低女 関口紗也佳 エスポワSS 2.03.94
小低女 下村 陽 エスポワSS 2.05.48
小高女 足立麻緒 エスポワSS 2.05.00

40男 藤田賢二 養父水協 1.30.09
60男 米田啓祐 養父水協 2.01.37

２ 200M個人メドレー
小低男 村尾侑哉 ようかSS 3.11.93
小低女 足立果穂 エスポワSS 3.40.78
小低女 水田千有里 エスポワSS 3.36.30
小高男 安井宏樹 ようかSS 3.01.69

３ 25M自由形
小低男 能勢颯人 エスポワSS 18.04
小低男 橋本爽志 ようかSS 25.63
小低女 渡部さくら エスポワSS 21.87

20男 北村直也 豊岡市水協 13.91
40男 西口俊也 養父水協 15.59
40女 秋葉静子 豊岡市水協 18.77
40女 栗木成美 豊岡市水協 18.33
60男 米田啓祐 養父水協 17.87

４ 25M平泳ぎ
小低女 渡部さくら エスポワSS 33.06

40男 藤田賢二 養父水協 19.08

５ 25M背泳ぎ
小低男 絹巻晃洋 エスポワSS 20.85
小低女 足立麻衣佳 エスポワSS 34.59

40男 西口俊也 養父水協 20.77

６ 25Mバタフライ
小低男 橋本爽志 ようかSS 35.28
小低女 西村悠叶 エスポワSS 21.99
小低女 新田裕奈 エスポワSS 18.47

40男 森田一彦 豊岡市水協 18.65
40女 秋葉静子 豊岡市水協 21.07
40女 栗木成美 豊岡市水協 21.00

７ 100M自由形
小低男 村尾侑哉 ようかSS 1.24.50
小高女 足立薫音 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ青垣 1.23.71
中学男 吉井大志 エスポワSS 1.13.28
中学男 坪井祐弥 エスポワSS 1.10.40

20男 則定澄美 かっぱっぱC 1.09.59
40男 森田一彦 豊岡市水協 1.27.21
40男 竹中利通 養父水協 1.19.98

60男 町田健二 養父水協 1.35.78

8 100M平泳ぎ
小低男 足立 大 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ青垣 1.49.04
小高男 安井宏樹 ようかSS 1.32.98

40男 志賀雅樹 豊岡市水協 1.37.49

12 50M自由形
小低男 足立 大 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ青垣 41.26
小低男 衣川心絃 エスポワSS 51.70
小低男 芦田祐輝 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ青垣 41.42
小低女 足立麻衣佳 エスポワSS 1.03.81
小低女 秋山碧依 エスポワSS 45.56
小低女 下村 陽 エスポワSS 49.73
小低女 安井千尋 ようかSS 41.98
小高男 山本頼希 エスポワSS 34.61
小高男 足立 遼 エスポワSS 34.98
小高男 栄羽祐太郎 ようかSS 36.78
小高女 植田亜由美 エスポワSS 40.91
中学男 坪井祐弥 エスポワSS 32.31
中学男 吉井大志 エスポワSS 32.50

20男 則定澄美 かっぱっぱC 28.91
20男 北村直也 豊岡市水協 28.78
40男 竹中利通 養父水協 35.42
60男 町田健二 養父水協 42.88

13 50M平泳ぎ
小低男 衣川心絃 エスポワSS 1.11.46
小低男 能勢颯人 エスポワSS 51.44
小低男 絹巻晃洋 エスポワSS 52.38
小低女 秋山碧依 エスポワSS 59.73
小低女 野田 鈴 エスポワSS 59.60
小低女 足立果穂 エスポワSS 58.81
小低女 上道結奈 エスポワSS 1.02.89
小低女 関口紗也佳 エスポワSS 1.10.72
小低女 西村悠叶 エスポワSS 54.10
小低女 水田千有里 エスポワSS 48.97
小高男 松本拓斗 エスポワSS 42.45
小高男 田村隆一 ようかSS 41.92
小高男 山本頼希 エスポワSS 41.75
小高女 植田亜由美 エスポワSS 48.74
小高女 足立麻緒 エスポワSS 1.06.45

40男 志賀雅樹 豊岡市水協 44.61

13 50M背泳ぎ
小低女 上道結奈 エスポワSS 57.79
小低女 新田裕奈 エスポワSS 45.39
小低女 安井千尋 ようかSS 49.38
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小高男 足立 遼 エスポワSS 41.86
小高男 高階雄太 エスポワSS 52.59

15 50Mバタフライ
小低男 芦田祐輝 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ青垣 48.45
小低女 野田 鈴 エスポワSS 47.20
小高男 松本拓斗 エスポワSS 36.81
小高女 足立薫音 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ青垣 45.49

20男 森脇昌一 豊岡市水協 31.05

16 200MフリーリレーM
小高男 エスポワＳＳ 2.25.71

17 100Mフリーリレー
小低女 エスポワＳ エスポワSS 1.25.25
小低女 エスポワＳ エスポワSS 1.21.35

40男 やぶ・あさご 58.60
40男 豊岡市水協 1.01.72


