
ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       男子成績一覧表 ６歳以下

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位

自由形 森田　海里 小1 和田　基生 小1

50m コナミ三田 こうでら

タイム決勝 51.65 52.07

(3級新) (3級新)

背泳ぎ 森田　海里 小1

50m コナミ三田

タイム決勝 1:06.90

(3級新)

個人メドレー 和田　基生 小1

200m こうでら

タイム決勝 4:19.43

(1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       女子成績一覧表 ６歳以下

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位

自由形 山口愛利生 幼 木村　栞夏 幼

50m 個人 コナミ三田

タイム決勝 51.73 59.32

(3級新) (3級新)

背泳ぎ 山口愛利生 幼

25m 個人

タイム決勝 26.18

(4級新)

平泳ぎ 川村　咲葵 幼 木村　栞夏 幼

50m こうでら コナミ三田

タイム決勝 56.63 1:15.83

(3級新) (3級新)

個人メドレー 川村　咲葵 幼

200m こうでら

タイム決勝 3:59.92

(1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       男子成績一覧表 ７～８歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 大楽　竜世 小2 川﨑　蒼太 小1

25m ＳＵＮ山崎 個人

タイム決勝 21.01 31.24

(4級新) (5級新)

自由形 立岩　空夏 小2 木野内克哉 小2 小倉　弘大 小3 山崎　海璃 小1 志儀　結太 小2 三原　万拓 小2 竹内　勇希 小2

50m 神河ＳＣ コナミ三田 赤穂ＳＳ コナミ三田 コナミ三田 個人 コナミ三田

タイム決勝 40.56 43.13 43.14 43.25 44.89 45.15 47.42

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

背泳ぎ 鶴亀　煌毅 小2

25m 赤穂ＳＳ

タイム決勝 26.36

(4級新)

背泳ぎ 小倉　弘大 小3 古川　仁翔 小1 森田　悠太 小1 馬屋原草太 小1 竹内　勇希 小2 高宮　英成 小2

50m 赤穂ＳＳ コナミ三田 個人 コナミ三田 コナミ三田 コナミ三田

タイム決勝 49.74 54.37 55.06 55.90 57.71 59.69

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

平泳ぎ 森田　泰生 小3 原　　正磨 小2 三原　万拓 小2

50m 個人 こうでら 個人

タイム決勝 52.76 54.14 57.41

(3級新) (3級新) (3級新)

個人メドレー 森田　泰生 小3 立岩　空夏 小2 木野内克哉 小2 山崎　海璃 小1 志儀　結太 小2 森田　悠太 小1 福田　怜央 小2

200m 個人 神河ＳＣ コナミ三田 コナミ三田 コナミ三田 個人 こうでら

タイム決勝 3:33.04 3:42.56 3:46.46 3:51.83 3:57.01 4:04.17 4:13.87

(1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       女子成績一覧表 ７～８歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 岩本　春菜 小3

25m 神河ＳＣ

タイム決勝 20.84

(4級新)

自由形 庄司　彩花 小2 衛門　果穂 小2 森山　未実 小2 兵庫　由萌 小2 西嶋　栞菜 小2 森田　安純 小2 平井　咲杏 小3

50m コナミ三田 個人 二見北小学 コナミ三田 コナミ三田 コナミ三田 個人

タイム決勝 38.09 38.31 40.89 41.05 42.30 44.23 45.38

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

背泳ぎ 北川　千颯 小2 野島　瑠菜 小2 土谷　咲弥 小2

25m 赤穂ＳＳ 赤穂ＳＳ 赤穂ＳＳ

タイム決勝 25.91 27.63 28.52

(4級新) (4級新) (4級新)

背泳ぎ 黒田　澄音 小2 和田　杏優 小3

50m こうでら こうでら

タイム決勝 47.26 48.11

(3級新) (3級新)

平泳ぎ 佐々木ルル 小2 平井　咲杏 小3

50m こうでら 個人

タイム決勝 52.60 57.78

(3級新) (3級新)

バタフライ 岡崎　　佳 小2

50m こうでら

タイム決勝 45.45

(3級新)

個人メドレー 山本　莉子 小2 堂北　砂丘 小2 平山しおり 小1

100m 個人 個人 ＳＵＮ山崎

タイム決勝 1:39.24 1:54.57 2:04.90

(2級新) (2級新) (2級新)

個人メドレー 衛門　果穂 小2 庄司　彩花 小2 井上　なつ 小2 山本　莉子 小2 兵庫　由萌 小2 和田　杏優 小3 岡崎　　佳 小2

200m 個人 コナミ三田 ＳＵＮ姫路 個人 コナミ三田 こうでら こうでら

タイム決勝 3:15.52 3:27.67 3:29.88 3:30.63 3:32.87 3:35.32 3:40.32

(1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       男子成績一覧表 ９～１０歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 小笹　晴生 小5 立岩　朋純 小4 江角　星来 小3 橋中　将躍 小4 舌間　悠人 小3 伴　　陸功 小3 和田　健伸 小3

50m ＳＵＮ姫路 神河ＳＣ 個人 ＳＵＮ姫路 二見北小学 ＳＵＮ山崎 神河ＳＣ

タイム決勝 33.36 33.42 33.92 35.43 36.53 37.73 39.51

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

背泳ぎ 福田　光希 小4 藤原　勇翔 小3 原　　諒成 小3 上田　眞陽 小3 野田　一征 小4 末政　拓海 小3

50m ＳＵＮ姫路 ＳＵＮ姫路 こうでら こうでら 個人 赤穂ＳＳ

タイム決勝 36.43 45.47 45.65 47.01 54.37 1:03.19

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

平泳ぎ 丸田　澪音 小4 竹内　　隼 小4 林　　亮太 小4 福本　竜也 小4 石崎　陽也 小4

50m 二見北小学 個人 ＳＵＮ姫路 こうでら 個人

タイム決勝 42.06 44.01 44.90 48.61 1:01.64

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

バタフライ 石垣　凜斗 小3

50m こうでら

タイム決勝 40.75

(3級新)

個人メドレー 南谷　泰志 小4 岸本　璃玖 小5 鶴亀　寛大 小4 廣岡　優弥 小3 蒐場　康太 小4

100m 朝霧小学 赤穂ＳＳ 赤穂ＳＳ 赤穂ＳＳ 赤穂ＳＳ

タイム決勝 1:29.58 1:40.46 1:40.94 2:06.02 2:06.34

(2級新) (2級新) (2級新)

個人メドレー 竹内　　隼 小4 丸田　澪音 小4 立岩　朋純 小4 小笹　晴生 小5 橋中　将躍 小4 福田　光希 小4 南谷　泰志 小4

200m 個人 二見北小学 神河ＳＣ ＳＵＮ姫路 ＳＵＮ姫路 ＳＵＮ姫路 朝霧小学

タイム決勝 2:48.04 2:50.19 2:52.64 2:54.57 2:56.30 2:57.71 3:04.21

(1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       女子成績一覧表 ９～１０歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 城　　瑞希 小4 中野　采耶 小4 田上　綾音 小3 畑中あずさ 小4

25m 個人 二見北小学 神河ＳＣ 個人

タイム決勝 22.54 23.53 23.87 30.04

(4級新) (4級新) (4級新) (5級新)

自由形 白谷　萌彩 小5 竹中　杏羽 小4 千家　　彩 小4 榧谷　光莉 小3 福田　由奈 小4 大川　希姫 小3 城　　瑞希 小4

50m ＳＵＮ山崎 ＳＵＮ姫路 神河ＳＣ 神河ＳＣ 神河ＳＣ 赤穂ＳＳ 個人

タイム決勝 34.99 35.07 39.40 40.03 40.84 44.69 47.52

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

背泳ぎ 白谷　萌彩 小5 宮前　幸奈 小3 石田　実蕗 小4 河村　　凛 小3 山本　星那 小3

50m ＳＵＮ山崎 ＳＵＮ姫路 江井島小学 赤穂ＳＳ 個人

タイム決勝 39.73 40.85 42.13 59.35 1:01.05

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

平泳ぎ 井上はるき 小4 玉井ひかる 小4 笹野　結月 小3 畑中あずさ 小4

50m ＳＵＮ姫路 洲本ＳＰ 神河ＳＣ 個人

タイム決勝 46.07 49.19 1:06.05 1:12.05

(3級新) (3級新) (3級新)

バタフライ 笹野　結月 小3

25m 神河ＳＣ

タイム決勝 24.57

(4級新)

バタフライ 三木　怜奈 小5 山﨑　彩花 小4 田頭　樹奈 小3 田川　寧音 小4

50m 個人 ＳＵＮ姫路 ＳＵＮ姫路 神河ＳＣ

タイム決勝 33.01 36.45 45.21 50.39

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

個人メドレー 平山　桃香 小3 岡島　来実 小3 福田　由奈 小4 田中　心直 小5 大川　希姫 小3 池田　美憂 小3 岸本　愛莉 小3

100m ＳＵＮ山崎 個人 神河ＳＣ 個人 赤穂ＳＳ 赤穂ＳＳ 赤穂ＳＳ

タイム決勝 1:39.73 1:40.66 1:44.81 1:46.00 1:52.49 1:59.39 2:06.84

(2級新) (2級新) (2級新) (2級新) (2級新) (2級新)

個人メドレー 三木　怜奈 小5 山﨑　彩花 小4 竹中　杏羽 小4 宮前　幸奈 小3 石田　実蕗 小4 千家　　彩 小4 榧谷　光莉 小3

200m 個人 ＳＵＮ姫路 ＳＵＮ姫路 ＳＵＮ姫路 江井島小学 神河ＳＣ 神河ＳＣ

タイム決勝 2:38.95 2:52.41 3:00.84 3:08.56 3:12.61 3:19.02 3:27.26

(1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       男子成績一覧表 １１～１２歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 近谷　優毅 小6 三原　拓也 小6 和田　海成 小6 山川　　真 小6 木下　詠悟 小6 藤原　大輝 小5 千家　　脩 小6

50m 個人 個人 神河ＳＣ ＳＵＮ姫路 神河ＳＣ ＳＵＮ姫路 神河ＳＣ

タイム決勝 28.62 30.22 31.01 31.06 32.82 36.06 37.39

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

背泳ぎ 上元　郁弥 小5 立花　唯翔 中1 原　　優介 小5

50m ＳＵＮ姫路 二見中学 こうでら

タイム決勝 39.06 39.62 43.08

(3級新) (3級新) (3級新)

平泳ぎ 平井　佑典 中1 立岩　龍門 小6 伊野　凌聖 小5 原田　鈴平 中1 安井　悠人 小5

50m 個人 神河ＳＣ ＳＵＮ山崎 二見中学 ＳＵＮ山崎

タイム決勝 34.51 38.76 41.55 42.63 47.78

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

バタフライ 竹内　　柊 中1 伊野　凌聖 小5

50m 個人 ＳＵＮ山崎

タイム決勝 31.55 35.26

(3級新) (3級新)

個人メドレー 樽屋　賢汰 小5 南谷　研志 小6 原田　鈴平 中1 蒐場　圭吾 小5

100m 朝霧小学 朝霧小学 二見中学 赤穂ＳＳ

タイム決勝 1:16.75 1:26.00 1:27.91 1:59.88

(2級新) (2級新) (2級新)

個人メドレー 平井　佑典 中1 近谷　優毅 小6 竹内　　柊 中1 樽屋　賢汰 小5 和田　海成 小6 立岩　龍門 小6 山川　　真 小6

200m 個人 個人 個人 朝霧小学 神河ＳＣ 神河ＳＣ ＳＵＮ姫路

タイム決勝 2:28.89 2:31.85 2:34.16 2:36.79 2:37.87 2:38.43 2:41.42

(1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       女子成績一覧表 １１～１２歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 藤田陽菜子 小6 掛川　紗里 中1

25m 個人 二見中学

タイム決勝 17.86 18.06

(4級新) (4級新)

自由形 柴田　　悠 小6 榧谷　香花 小6 川植　未夢 小6 中村　睦実 小5 樋口　絢音 小5 池田明里紗 小5 山﨑　真衣 小6

50m 個人 神河ＳＣ ＳＵＮ姫路 個人 ＳＵＮ姫路 個人 ＳＵＮ姫路

タイム決勝 30.55 30.74 31.73 32.26 32.32 32.74 32.90

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

背泳ぎ 久米　希弥 小6

50m 個人

タイム決勝 34.25

(3級新)

平泳ぎ 柴田　　悠 小6 東原　由奈 小6 大塚　菜智 小5 池田明里紗 小5

50m 個人 個人 ＳＵＮ姫路 個人

タイム決勝 36.93 41.99 42.25 42.30

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

バタフライ 久米　希弥 小6 梅本　優花 小6

50m 個人 ＳＵＮ姫路

タイム決勝 34.62 35.58

(3級新) (3級新)

個人メドレー 横山　未結 中1

100m 二見中学

タイム決勝 1:17.52

(2級新)

個人メドレー 東原　由奈 小6 横山　未結 中1 中村　睦実 小5 梅本　優花 小6 山﨑　真衣 小6 榧谷　香花 小6 川植　未夢 小6

200m 個人 二見中学 個人 ＳＵＮ姫路 ＳＵＮ姫路 神河ＳＣ ＳＵＮ姫路

タイム決勝 2:41.64 2:42.26 2:44.80 2:45.73 2:48.02 2:48.80 2:49.61

(1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       男子成績一覧表 １３～１４歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 三木　豪人 中2 樽屋　幸汰 中2 山下　優史 中2 大畑　　元 中1 小川　倖輝 中2 道林　正太 中2 山岡　稜司 中1

50m 個人 朝霧中学 朝霧中学 望海中学 衣川中学 望海中学 ＳＵＮ姫路

タイム決勝 26.67 27.10 27.61 27.91 28.89 28.90 29.05

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

背泳ぎ 増田　啓吾 中2 松本　誠聡 中2 岡　　勇希 中2 幸王　郁斗 中1 瀨戸　和貴 中1

50m 望海中学 洲本ＳＰ 望海中学 望海中学 望海中学

タイム決勝 34.02 34.49 34.75 40.24 47.65

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

平泳ぎ 遠藤　　稜 中2 木村　元春 中1 田中　佑樹 中1 角野　智哉 中1 西川　瑛人 中1 山本　将也 中2 長田　昂大 中1

50m 望海中学 二見中学 望海中学 二見中学 ＳＵＮ山崎 二見中学 望海中学

タイム決勝 37.05 37.06 37.34 38.32 39.16 40.88 46.71

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

バタフライ 岩城　拓海 中1 小川　倖輝 中2

50m ＳＵＮ姫路 衣川中学

タイム決勝 30.52 31.26

(3級新) (3級新)

個人メドレー 南谷　和志 中2 泉　　綾人 中3 髙須加大和 中1 安藤　　真 中3 角野　智哉 中1 吉岡　大吾 中2 幸王　郁斗 中1

100m 朝霧中学 望海中学 個人 望海中学 二見中学 二見中学 望海中学

タイム決勝 1:05.92 1:07.45 1:16.04 1:16.99 1:20.57 1:22.76 1:25.92

(2級新) (2級新) (2級新) (2級新) (2級新) (2級新) (2級新)

個人メドレー 三木　豪人 中2 南谷　和志 中2 泉　　綾人 中3 樽屋　幸汰 中2 山岡　稜司 中1 大畑　　元 中1 岩城　拓海 中1

200m 個人 朝霧中学 望海中学 朝霧中学 ＳＵＮ姫路 望海中学 ＳＵＮ姫路

タイム決勝 2:14.80 2:19.77 2:21.97 2:25.36 2:28.49 2:30.45 2:31.40

(1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       女子成績一覧表 １３～１４歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 中野　汐那 中1 髙田帆乃香 中1

25m 二見中学 二見中学

タイム決勝 16.69 17.36

(4級新) (4級新)

自由形 福本芙未香 中1 立野　真衣 中1 廣田　璃子 中2 川瀬　満希 中2 中野　汐那 中1 玉木　奏里 中1 髙田帆乃香 中1

50m 個人 ＳＵＮ姫路 二見中学 望海中学 二見中学 望海中学 二見中学

タイム決勝 29.57 31.30 33.49 33.84 35.42 35.69 38.38

(3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新) (3級新)

背泳ぎ 藤田　　恵 中2

50m ＳＵＮ姫路

タイム決勝 30.83

(3級新)

バタフライ 吉岡怜緒菜 中1 井川　梨帆 中2

50m ＳＵＮ姫路 二見中学

タイム決勝 33.06 41.23

(3級新) (3級新)

個人メドレー 岸部　美紅 中2 玉木　奏里 中1 井川　梨帆 中2

100m 野々池中学 望海中学 二見中学

タイム決勝 1:25.16 1:33.49 1:38.82

(2級新) (2級新) (2級新)

個人メドレー 藤田　　恵 中2 吉岡怜緒菜 中1 福本芙未香 中1 立野　真衣 中1 川瀬　満希 中2

200m ＳＵＮ姫路 ＳＵＮ姫路 個人 ＳＵＮ姫路 望海中学

タイム決勝 2:32.57 2:35.91 2:37.99 2:44.27 2:57.00

(1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       男子成績一覧表 １５～１９歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

平泳ぎ 米田　航介 高1 去来川慶一郎 高1

50m 明石北高校 ＳＵＮ姫路

タイム決勝 32.31 34.44

(3級新) (3級新)

バタフライ 橋本　佳樹 高1

50m 明石北高校

タイム決勝 31.81

(3級新)

個人メドレー 中村　魁人 中3 岸部　太誠 高1 大畑　　陸 中3 田中　翔大 中3

100m 望海中学 県立明石高校 望海中学 望海中学

タイム決勝 1:03.09 1:11.41 1:11.78 1:17.17

(2級新) (2級新) (2級新) (2級新)

個人メドレー 中村　魁人 中3 米田　航介 高1 去来川慶一郎 高1 大畑　　陸 中3 岸部　太誠 高1 田中　翔大 中3 橋本　佳樹 高1

200m 望海中学 明石北高校 ＳＵＮ姫路 望海中学 県立明石高校 望海中学 明石北高校

タイム決勝 2:13.38 2:16.10 2:22.15 2:29.18 2:37.07 2:43.43 2:49.86

(1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       女子成績一覧表 １５～１９歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 中迫　優衣 中3

50m 望海中学

タイム決勝 36.19

(3級新)

背泳ぎ 中原　梓沙 中3

50m 江井島中学

タイム決勝 35.52

(3級新)

バタフライ 仲西　　瞳 高1

50m 明石城西高校

タイム決勝 33.58

(3級新)

個人メドレー 南谷　明香 中3 中谷　友香 高1 中村　紗彩 中3 島田こころ 中3 松隈　　樹 中3 中迫　優衣 中3

100m 朝霧中学 明石城西高校 神大附明石中 望海中学 望海中学 望海中学

タイム決勝 1:10.46 1:14.24 1:14.59 1:16.45 1:17.60 1:30.20

(2級新) (2級新) (2級新) (2級新) (2級新) (2級新)

個人メドレー 南谷　明香 中3 中谷　友香 高1 松隈　　樹 中3 島田こころ 中3 仲西　　瞳 高1 中原　梓沙 中3 藤井　菜帆 中3

200m 朝霧中学 明石城西高校 望海中学 望海中学 明石城西高校 江井島中学 望海中学

タイム決勝 2:29.20 2:38.68 2:40.16 2:40.94 2:51.18 2:51.46 3:03.97

(1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新) (1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       女子成績一覧表 ２０～２９歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位

個人メドレー 早瀬　有愛 大3

200m 個人

タイム決勝 2:51.74

(1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       男子成績一覧表 ３０～３９歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位

平泳ぎ 石原　正徳

50m 長田水泳会

タイム決勝 37.10

(3級新)

個人メドレー 石原　正徳 川﨑　能成

200m 長田水泳会 個人

タイム決勝 2:55.50 3:43.71

(1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       男子成績一覧表 ４０～４９歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位

自由形 島田　敏司 岡部　秀夫

50m 個人 個人

タイム決勝 32.65 40.14

(3級新) (3級新)

個人メドレー 島田　敏司 岡部　秀夫

100m 個人 個人

タイム決勝 1:33.61 1:57.22

(2級新) (2級新)

個人メドレー 畑中　和也

200m 個人

タイム決勝 4:08.09
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       女子成績一覧表 ４０～４９歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位

平泳ぎ 中野　桂子

50m 神河ＳＣ

タイム決勝 1:01.71

(3級新)

個人メドレー 中野　桂子

100m 神河ＳＣ

タイム決勝 1:50.63

(2級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       男子成績一覧表 ５０～５９歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位

自由形 志賀　　猛

25m 個人

タイム決勝 18.04

(4級新)

自由形 志賀　　猛

50m 個人

タイム決勝 41.44

(3級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       女子成績一覧表 ５０～５９歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位

自由形 岩城　恵子 藤永　尚子

25m 神河ＳＣ 神河ＳＣ

タイム決勝 24.29 24.30

(4級新) (4級新)

自由形 藤永　尚子

50m 神河ＳＣ

タイム決勝 54.16

(3級新)

背泳ぎ 岩城　恵子

25m 神河ＳＣ

タイム決勝 30.44

(4級新)

2013/12/08 19:25:41 SEIKO Swimming Results System  1 / 1ページ



ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       男子成績一覧表 ６０～６９歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位

個人メドレー 田中　　章

100m 神河ＳＣ

タイム決勝 1:38.37

(2級新)

個人メドレー 田中　　章

200m 神河ＳＣ

タイム決勝 3:33.72

(1級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       女子成績一覧表 ６０～６９歳

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位

自由形 辻本　道子

50m 個人

タイム決勝 47.05

(3級新)

個人メドレー 辻本　道子

100m 個人

タイム決勝 2:18.47

(2級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       男子成績一覧表 ７０歳以上

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位 2位

自由形 岩﨑　省三 嶋田　憲吾

50m 神河ＳＣ 神河ＳＣ

タイム決勝 41.33 42.88

(3級新) (3級新)

平泳ぎ 岩﨑　省三

50m 神河ＳＣ

タイム決勝 53.76

(3級新)

個人メドレー 嶋田　憲吾

100m 神河ＳＣ

タイム決勝 2:04.05

(2級新)
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ニチレイチャレンジ特別泳力検定会                       女子成績一覧表 ７０歳以上

2013/12/08 ～ 2013/12/08

会場  三木山総合公園屋内プール  学校・学年印字   

   1位

バタフライ 真鍋　聖子

25m 個人

タイム決勝 32.92

(4級新)
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