
男子成績一覧表　２０代

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 増田　亮 尾内　浩紀 柳澤　　信 永井　　新 徳間　紀大
50m (群大) (ﾁｰﾑﾔｷﾞ) (ﾁｰﾑﾔｷﾞ) (前橋赤十字病院) (前橋赤十字病院)
タイム決勝 25.91 26.53 27.37 29.82 34.61
背泳ぎ 鴨下　崇史
50m (ﾁｰﾑﾔｷﾞ)
タイム決勝 29.7
平泳ぎ 稲川　貴一 岩崎　　聖 小瀧　　祐
50m (群大) (ﾁｰﾑﾔｷﾞ) (前橋赤十字病院)
タイム決勝 30.61 34.58 34.67
バタフライ 根岸　涼介
50m (前橋赤十字病院)
タイム決勝 25.74
個人メドレー 根岸　涼介 新井　　亮
100m (前橋赤十字病院) (ﾁｰﾑたぁ)
タイム決勝 1.01.25 1.24.58



男子成績一覧表　３０代

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 戸屋　孝允 新木　允茂
25m （前橋市役所水泳部） （前橋市役所水泳部）

タイム決勝 13.8 17.57
自由形 土橋　　卓 戸屋　孝允 新木　允茂
50m （ﾏｯﾁｮC） （前橋市役所水泳部） （前橋市役所水泳部）

タイム決勝 27.64 29.5 40.76
平泳ぎ 土橋　　卓
25m （ﾏｯﾁｮC）
タイム決勝 15.45
バタフライ 吉井　正和
25m （勝山小教諭）
タイム決勝 11.6
バタフライ 吉井　正和
50m （勝山小教諭）
タイム決勝 26.67

※ ・・・大会新記録



男子成績一覧表　４０代

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 田井健太郎 高瀬　大輔 大和田　隆 鈴木　　裕 内山　正和
25m （群馬大学） （前橋市役所水泳部） （グンゼスポーツ前橋） （前橋市役所水泳部） （ﾁｰﾑたぁ）
タイム決勝 12.41 13.14 13.9 14.6 15.11
自由形 高瀬　大輔 大和田　隆
50m （前橋市役所水泳部） （グンゼスポーツ前橋）

タイム決勝 30.27 30.68
背泳ぎ 樋口　貴大
25m （ｾﾝﾄﾗﾙ前橋）
タイム決勝 15.23
平泳ぎ 高野　和之
25m （ﾁｰﾑたぁ）
タイム決勝 17.76
平泳ぎ 野村　冬樹
50m （ﾁｰﾑ黒鮪）
タイム決勝 46.16
バタフライ 樋口　貴大
50m （ｾﾝﾄﾗﾙ前橋）
タイム決勝 29.87
個人メドレー 野村　冬樹
100m （ﾁｰﾑ黒鮪）
タイム決勝 1.31.49

※ ・・・大会新記録



女子成績一覧表　４０代

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 登坂　美穂 藤生　珠恵
25m （ﾁｰﾑたぁ） （ﾁｰﾑたぁ）
タイム決勝 15.89 16.34
自由形 奈良恵里加 藤生　珠恵
50m （群馬障害者水泳協会） （ﾁｰﾑたぁ）
タイム決勝 38.57 38.6
バタフライ 中川　祐子
25m （ﾁｰﾑ黒鮪）
タイム決勝 21.07



男子成績一覧表　５０代

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 今井正太郎 五十嵐紳一郎 大井　秀美 坂口　　潔
25m （ｾﾝﾄﾗﾙ） （前橋市役所水泳部） （ｾﾝﾄﾗﾙ前橋） （群馬障害者水泳協会）

タイム決勝 12.63 15.05 15.96 39.4
自由形 五十嵐紳一郎 大井　秀美 坂口　　潔
50m （前橋市役所水泳部） （ｾﾝﾄﾗﾙ前橋） （群馬障害者水泳協会）

タイム決勝 33.26 36.53 1.14.78
平泳ぎ 今井正太郎
25m （ｾﾝﾄﾗﾙ）
タイム決勝 17.32
平泳ぎ 浅見　和義 大河原幸人 吉澤　　勉
50m （ﾁｰﾑ黒鮪） （ﾁｰﾑ黒鮪） （ﾁｰﾑ黒鮪）
タイム決勝 37.96 49 55.82
バタフライ 青山　正洋
50m （ﾀﾞｯｼｭ前橋）
タイム決勝 35.4
個人メドレー 青山　正洋 浅見　和義 大河原幸人
100m （ﾀﾞｯｼｭ前橋） （ﾁｰﾑ黒鮪） （ﾁｰﾑ黒鮪）
タイム決勝 1.19.17 1.26.63 1.49.70

※ ・・・大会新記録



女子成績一覧表　５０代

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 平石　裕美 大橋　景子
25m （ﾁｰﾑたぁ） （ﾁｰﾑたぁ）
タイム決勝 15.93 16.2
自由形 平石　裕美 大橋　景子
50m （ﾁｰﾑたぁ） （ﾁｰﾑたぁ）
タイム決勝 35.6 36.46
背泳ぎ 宇川佳津江
25m （優輝整体院）
タイム決勝 23.16
平泳ぎ 高橋　理恵
25m （ﾁｰﾑたぁ）
タイム決勝 18.38
平泳ぎ 高橋　理恵
50m （ﾁｰﾑたぁ）
タイム決勝 43.14
バタフライ 金子　真純
25m （ﾀﾞｯｼｭ前橋）
タイム決勝 22.47
バタフライ 立川　聡子 金子　真純
50m （ﾁｰﾑ黒鮪） （ﾀﾞｯｼｭ前橋）
タイム決勝 39.15 53.73
個人メドレー 宇川佳津江
100m （優輝整体院）
タイム決勝 1.53.19

※ ・・・大会新記録



男子成績一覧表　６０代

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 田村悌士郎 高橋　　裕 藤田　憲悦 関谷　義実
25m ドルフインズ Jウイング（マスターズ登録） グンゼスポーツ前橋 ｾﾝﾄﾗﾙ前橋
タイム決勝 15.32 17.9 18.31 18.8
背泳ぎ 田村悌士郎 戸所　孝夫
25m ドルフインズ ﾁｰﾑ黒鮪
タイム決勝 19.98 20.58

背泳ぎ 戸所　孝夫 日里　敏夫

50m ﾁｰﾑ黒鮪 ﾀﾞｯｼｭ前橋
タイム決勝 46.51 50.3
平泳ぎ 宮田　修二 佐藤　昌男
25m （堤水堂） （グンゼスポーツ前橋）

タイム決勝 18.5 22.57
平泳ぎ 日里　敏夫 佐藤　昌男 関谷　義実 藤田　憲悦
50m （ﾀﾞｯｼｭ前橋） （グンゼスポーツ前橋） （ｾﾝﾄﾗﾙ前橋） （グンゼスポーツ前橋）

タイム決勝 46.78 47.88 52.42 55.64
バタフライ 金井　明人
25m （ｾﾝﾄﾗﾙ前橋）
タイム決勝 14.77
バタフライ 金井　明人 吉野　隆明
50m （ｾﾝﾄﾗﾙ前橋） （ﾁｰﾑ黒鮪）
タイム決勝 33.34 39.13

※ ・・・大会新記録



女子成績一覧表　６０代

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
背泳ぎ 桜田加代子
25m （ﾀﾞｯｼｭ前橋）
タイム決勝 28.25
背泳ぎ 桜田加代子
50m （ﾀﾞｯｼｭ前橋）
タイム決勝 1.01.22



男子成績一覧表　７０代

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
平泳ぎ 石黒　淳之
25m （グンゼスポーツ前橋）

タイム決勝 26.08
平泳ぎ 石黒　淳之
50m （グンゼスポーツ前橋）

タイム決勝 1.02.29
※ ・・・大会新記録



クラブ対抗混合リレー

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
リレー 赤十字病院 セントラル前橋 前橋市役所 チームたぁＡ チームたぁＢ
１00m 永井　新 関谷　義実 戸屋　孝充 新井　亮 髙橋　理恵
タイム決勝 徳間　紀大 金井　明人 高瀬　大輔 内山　正和 大橋　景子

小瀧　祐 樋口　貴大 五十嵐紳一郎 高野　和之 藤生　珠恵
根岸　涼介 今井正太郎 新木　充茂 平石　裕美 登坂　美穂

53.46 56.83 57.1 59.98 01:05.8

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
メドレーリレー チームﾔｷﾞ 赤十字病院 セントラル前橋 前橋市役所
１00m 鴨下　崇史 永井　新 今井正太郎 高瀬　大輔
タイム決勝 岩崎　聖 小瀧　祐 樋口　貴大 鈴木　裕

尾内　浩紀 根岸　涼介 金井　明人 戸屋　孝充
柳澤　信 徳間　紀大 関谷　義実 新木　充茂

54.46 59.34 01:03.7 1.08.19


