
1 / 3第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.1 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

谷津　旭美   1:38.832/ 31 小1      45.37

阿部　花香   1:49.242/ 22 小1      51.95

宮内　咲羽   1:59.752/ 13 小1      56.12

小柏里咲子   2:04.151/ 34 小1      54.75

井口　栞那   2:09.571/ 15 小1      57.42

村林ひまり   2:20.331/ 56 小1    1:07.85

渡部　　潤   2:29.221/ 47 小1    1:09.07

No.1 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

黒田　彩瑛   1:46.162/ 41 小2      50.66

No.1 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 小学３年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

半田　美咲   1:28.602/ 51 小3      39.76

林田　芽依   1:29.553/ 12 小3      42.28

No.1 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

橋口　湖翔   1:18.414/ 21 小4      36.74

武田　温華   1:19.273/ 32 小4      37.53

森　　初花   1:21.363/ 53 小4      37.19

富沢　結芽   1:26.164/ 14 小4      38.27

渋谷　心結   1:35.973/ 45 小4      44.34

小澤樹麗亜   1:41.253/ 26 小4      46.98

No.1 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

植木　　陽   1:17.554/ 51 小5      38.88

磯山みな美   1:21.974/ 42 小5      38.59

脇山　　晴   1:23.884/ 33 小5      38.23

No.2 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

菅原　　基   2:08.921/ 11 小1      58.60

橋口　旺介   2:27.141/ 22 小1    1:07.86

No.2 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

中島　翔希   1:40.821/ 51 小2      47.09

植木　　晟   1:48.751/ 42 小2      52.31

河森　賢人   1:51.101/ 33 小2      52.37

No.2 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

出力日時： 11月3日 10:27



2 / 3第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.2 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

中島　敦希   1:24.242/ 21 小4      38.46

渡部　湊一   1:24.832/ 32 小4      40.63

No.2 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

櫻井　莉澄   1:18.143/ 21 小5      36.67

小川　大翔   1:20.322/ 52 小5      35.96

塩崎　誠大   1:22.212/ 43 小5      36.30

No.2 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 小学６年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

沼田　晴瑠   1:08.563/ 51 小6      31.15

内川　新太   1:19.963/ 42 小6      37.33

No.3 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

菊地　結月     33.761/ 11 小1

No.3 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

木村　優月     22.751/ 31 小2
髙橋　紗帆     23.551/ 22 小2

No.3 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学３年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

中西　莉央     21.801/ 51 小3
始関あおい     26.721/ 42 小3

No.4 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

広瀬　優吏     30.971/ 21 小1

No.4 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

船場　優永     30.291/ 31 小2
鈴木　陽向     30.601/ 42 小2

No.4 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

片山　陽仁     22.952/ 21 小4

No.4 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

出力日時： 11月3日 10:27
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期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.4 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

菊池　　遼     27.562/ 31 小5

No.4 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学６年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

芝野　義大     25.072/ 51 小6

No.5 女子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

渡部　　潤     24.261/ 51 小1
和志武沙南     24.691/ 12 小1
皆川　千陽     24.861/ 43 小1
伊東　詩織     32.261/ 34 小1
菊地　結月     32.491/ 25 小1

No.5 女子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

木村　笑麻     20.032/ 21 小2

No.5 女子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学３年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

青柳　美杜     23.612/ 31 小3
始関あおい     24.052/ 42 小3

No.5 女子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

木村　彩葉     16.333/ 41 小4
小澤樹麗亜     17.883/ 32 小4
倉井　咲季     20.533/ 23 小4

No.5 女子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

井澤　汐花     17.633/ 51 小5

出力日時： 11月3日 10:27



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.6 男子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

広瀬　優吏     29.001/ 21 小1
日下部良太     29.511/ 32 小1
髙橋　　稜     29.871/ 13 小1

No.6 男子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

鈴木　陽向     23.871/ 51 小2
船場　優永     28.951/ 42 小2

No.6 男子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

片山　陽仁     20.532/ 31 小4
鈴木　大地     21.012/ 42 小4

出力日時： 11月3日 10:27



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.7 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

木村　優月     21.621/ 21 小2

No.7 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

木村　彩葉     17.821/ 31 小4

No.7 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

井澤　汐花     19.661/ 51 小5
髙橋　咲葵     23.911/ 42 小5

出力日時： 11月3日 10:30
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期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.8 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

髙橋　　稜     31.361/ 21 小1

No.8 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

湯浅　瑛太     24.051/ 31 小2

No.8 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

安海　知志     24.651/ 41 小5

No.8 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学６年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

片山　陽斗     18.901/ 51 小6

出力日時： 11月3日 10:32



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.9 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

片山　陽琳     29.121/ 21 小1

No.9 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

赤間　花奈     27.161/ 41 小2
鈴木　文彩     36.281/ 32 小2

No.9 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学３年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

古城穂乃佳     24.311/ 51 小3

出力日時： 11月3日 10:34



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.10 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

高尾　　颯     27.511/ 31 小2

No.10 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

中西　直弥     20.581/ 41 小5

出力日時： 11月3日 10:36



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

阿部　花香     51.341/ 31 小1
湯浅かなえ     59.311/ 22 小1

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

村田　結香     46.502/ 51 小2
安達　茉結     54.362/ 22 小2
木村　笑麻     54.492/ 33 小2

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学３年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

矢内　智帆     59.033/ 11 小3

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

芦田　咲綺     35.843/ 51 小4
皆川　千咲     40.843/ 32 小4
湯浅ななみ     41.503/ 43 小4
山本　理紗     44.593/ 24 小4

出力日時： 11月3日 10:41
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期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

山本　和樹     53.361/ 11 小4

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

村田琉之介     33.721/ 31 小5
塩崎　誠大     38.291/ 22 小5

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学６年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

原口　拓己     33.861/ 51 小6
片山　陽斗     46.701/ 42 小6

出力日時： 11月3日 10:44



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.13 女子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

谷津　旭美     39.022/ 31 小1
片山　陽琳     45.401/ 52 小1
渡邉　美琴     45.952/ 23 小1
宮内　咲羽     49.711/ 44 小1
湯浅かなえ     53.831/ 35 小1
皆川　千陽   1:01.921/ 26 小1

No.13 女子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

赤間　花奈     43.912/ 41 小2

No.13 女子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学３年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

林田　芽依     35.154/ 21 小3
玉川　心結     36.054/ 12 小3
竹下　陽彩     37.093/ 53 小3
千葉夕琳咲     39.513/ 44 小3
中西　莉央     39.712/ 55 小3
古城穂乃佳     40.383/ 36 小3
猫田　彩希     42.683/ 27 小3
青柳　美杜  途中棄権3/ 1小3

No.13 女子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

武田　温華     32.195/ 21 小4
橋口　湖翔     32.405/ 32 小4
湯浅ななみ     34.854/ 53 小4
皆川　千咲     35.974/ 44 小4
内川　美紅     37.085/ 15 小4
山本　理紗     37.964/ 36 小4

No.13 女子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

青山　愛美     31.316/ 21 小5
磯山みな美     32.106/ 32 小5
鈴木　愛望     33.566/ 13 小5
山口　由乃     34.745/ 54 小5
川村　優月     39.855/ 45 小5

No.13 女子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学６年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

玉川　結菜     30.776/ 51 小6
川鍋　美結     39.606/ 42 小6

出力日時： 11月3日 11:14
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期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.14 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

島　　碧斗     43.311/ 21 小1
中村　　隼     46.131/ 32 小1
矢内　正護   1:01.111/ 13 小1

No.14 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

柳生　航佑     39.642/ 31 小2
高尾　　颯     41.962/ 22 小2
齋藤　健翔     45.581/ 53 小2
中島　広葵     52.442/ 14 小2
今泉　　駿   1:11.361/ 45 小2

No.14 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学３年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

金澤　匠音     40.653/ 11 小3
井口真之介     41.122/ 42 小3
中村　　翔     43.502/ 53 小3

No.14 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

山本　和樹     40.093/ 31 小4
市場　唯杜     40.173/ 42 小4
鈴木　大地     48.703/ 23 小4

No.14 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

村田琉之介     28.894/ 11 小5
櫻井　莉澄     31.963/ 52 小5

No.14 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 小学６年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

原口　拓己     30.394/ 51 小6
白井　大智     30.604/ 42 小6
内川　響己     32.274/ 33 小6
山本　尚央     33.364/ 24 小6

出力日時： 11月3日 11:09
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期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

渡邉　美琴     45.981/ 41 小1
朝日　舞彩     53.921/ 12 小1
小柏里咲子     54.371/ 23 小1
井口　栞那   1:05.951/ 34 小1

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

森　　結芽     42.832/ 31 小2
山﨑　華乃     52.262/ 22 小2

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学３年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

玉川　心結     38.852/ 51 小3
渡邉　桜琴     40.022/ 42 小3

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

芦田　咲綺     34.073/ 51 小4
森　　初花     34.483/ 42 小4
富沢　結芽     37.023/ 33 小4
多田　芽生     37.103/ 24 小4
渋谷　心結     42.613/ 15 小4

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

鈴木　愛望     34.324/ 21 小5
植木　　陽     34.374/ 42 小5
坂西　亜心     34.964/ 33 小5

出力日時： 11月3日 11:17
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No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

山田　悠翔     47.251/ 21 小1

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

中島　翔希     44.642/ 21 小2
青山　志偉     44.832/ 12 小2
齋藤　健翔     54.101/ 33 小2
岩野　晴樹     54.711/ 54 小2
栗田　悠翔     59.471/ 45 小2

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学３年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

橋本　匠瑛     43.572/ 51 小3
井口真之介     49.722/ 42 小3
髙橋　颯佑     59.262/ 33 小3

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

中島　敦希     37.253/ 21 小4
渡部　湊一     39.153/ 12 小4

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

小川　大翔     34.613/ 31 小5

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 小学６年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

橋本　侑真     32.603/ 51 小6
山本　尚央     38.213/ 42 小6

出力日時： 11月3日 11:23
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No.17 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

朝日　舞彩     58.801/ 31 小1
和志武沙南   1:13.321/ 22 小1

No.17 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

村田　結香     53.603/ 21 小2
森　　結芽     55.602/ 22 小2
黒田　彩瑛     56.143/ 13 小2
髙橋　紗帆     57.762/ 44 小2
山﨑　華乃     58.101/ 45 小2
安達　茉結     59.242/ 36 小2

No.17 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学３年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

竹下　陽彩     47.334/ 11 小3
半田　美咲     49.234/ 32 小3
千葉夕琳咲     49.284/ 23 小3
渡邉　桜琴     50.563/ 54 小3
猫田　彩希     54.623/ 45 小3
矢内　智帆   1:04.963/ 36 小3

No.17 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

多田　芽生     43.284/ 51 小4
内川　美紅     47.374/ 42 小4

No.17 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

青山　愛美     39.165/ 41 小5
豊田　鈴子     40.805/ 32 小5
山口　由乃     48.115/ 23 小5
川村　優月     54.235/ 14 小5

No.17 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学６年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

玉川　結菜     40.895/ 51 小6

出力日時： 11月3日 11:34
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No.18 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学１年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

島　　碧斗     52.872/ 41 小1
山田　悠翔     58.361/ 22 小1
中村　　隼   1:02.582/ 33 小1
菅原　　基   1:11.471/ 44 小1
橋口　旺介   1:11.992/ 25 小1
矢内　正護   1:16.001/ 36 小1

No.18 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学２年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

青山　志偉     50.973/ 51 小2
柳生　航佑     55.463/ 42 小2
岩野　晴樹     58.093/ 33 小2
河森　賢人   1:02.203/ 24 小2
湯浅　瑛太   1:04.843/ 15 小2

No.18 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学３年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

橋本　匠瑛     44.954/ 41 小3
北岡　　陸     45.064/ 32 小3
金澤　匠音     55.094/ 23 小3
中村　　翔     56.324/ 14 小3

No.18 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学４年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

市場　唯杜     50.054/ 51 小4

No.18 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学５年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

中西　直弥     42.775/ 21 小5
安海　知志     58.545/ 12 小5

No.18 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 小学６年生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

内川　新太     40.225/ 51 小6
内川　響己     41.115/ 42 小6
芝野　義大     58.755/ 33 小6

出力日時： 11月3日 11:45
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No.19 女子 4×50m フリーリレー        タイムレース決勝
≪ 小学生 ≫

チーム名 水路   時  間 新記録

1 柏洋・南4年・女子 1/ 2   2:11.02
                                             32.06   1:06.24   1:38.62

橋口　湖翔      小4・湯浅ななみ      小4・森　　初花      小4・芦田　咲綺      小4
    32.06     34.18     32.38     32.40

2 ｽﾏｲﾙ 1/ 4   2:13.10
                                             32.30   1:05.80   1:39.91

豊田　鈴子      小5・坂西　亜心      小5・脇山　　晴      小5・鈴木　愛望      小5
    32.30     33.50     34.11     33.19

3 柏洋YSSM 1/ 5   2:37.38
                                             40.03   1:23.63   2:02.21

千葉夕琳咲      小3・猫田　彩希      小3・渡邉　桜琴      小3・半田　美咲      小3
    40.03     43.60     38.58     35.17

4 みんなでがんばろう南1年1/ 3   3:10.13
                                             54.12   1:40.09   2:29.70

湯浅かなえ      小1・渡邉　美琴      小1・片山　陽琳      小1・谷津　旭美      小1
    54.12     45.97     49.61     40.43

5 ﾁﾋﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ 1/ 1   3:48.36
                                             59.95   2:05.64   2:59.82

村林ひまり      小1・伊東　詩織      小1・渡部　　潤      小1・宮内　咲羽      小1
    59.95   1:05.69     54.18     48.54

出力日時： 11月3日 11:55



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.20 男子 4×50m フリーリレー        タイムレース決勝
≪ 小学生 ≫

チーム名 水路   時  間 新記録

ｽｲｽｲｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ 1/ 2   1:57.76
                                             27.53     56.67   1:27.85

沼田　晴瑠      小6・橋本　侑真      小6・原口　拓己      小6・白井　大智      小6
    31.18     29.91

新・深海ネコ 1/ 1   2:38.59
                                             40.17   1:22.00   2:03.24

橋本　匠瑛      小3・市場　唯杜      小4・金澤　匠音      小3・渡部　湊一      小4
    41.24     35.35

レッサーパンダ 1/ 4   2:40.96
                                             39.65   1:25.25   2:06.57

柳生　航佑      小2・岩野　晴樹      小2・中島　翔希      小2・中島　敦希      小4
    41.32     34.39

HU-BOYS 1/ 3   3:03.06
                                             54.81   1:37.77   2:20.94

菅原　　基      小1・高尾　　颯      小2・井口真之介      小3・島　　碧斗      小1
    43.17     42.12

出力日時： 11月3日 12:03
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No.49 混合 4×50m フリーリレー        タイムレース決勝
≪ 小学生 ≫

チーム名 水路   時  間 新記録

1 ﾌﾞﾙｰｼｬｰｸ 1/ 3   2:35.25
                                             31.51   1:19.67   2:03.20

植木　　陽      小5・倉井　咲季      小4・植木　　晟      小2・多田　芽生      小4
    31.51     48.16     43.53     32.05

2 柏洋南アルセウスチーム1/ 4   3:11.16
                                             46.45   1:46.12   2:31.72

木村　笑麻      小2・橋口　旺介      小1・安達　茉結      小2・森　　結芽      小2
    46.45     59.67     45.60     39.44

3 HU-GIRLS+1 1/ 2   3:13.33
                                             53.81   1:42.85   2:28.45

井口　栞那      小1・山﨑　華乃      小2・赤間　花奈      小2・齋藤　健翔      小2
    53.81     49.04     45.60     44.88

出力日時： 11月3日 12:09
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No.21 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m
オールドリッチ美愛   1:26.281/ 21 中1      39.78

鈴木　伶奈   1:26.851/ 32 中1      40.69

No.21 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ ４０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

山田　陽子   1:26.341/ 41 一般      41.39

No.21 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ ６０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

丹野　祐子   1:53.141/ 51 一般      51.20

出力日時： 11月3日 13:57
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No.22 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

島津ヤマト   1:18.301/ 21 中1      37.99

谷田部光樹   1:23.891/ 42 中2      39.47

植木　　創   1:30.251/ 33 中1      42.23

No.22 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ ４０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

石川　勝隆   1:20.732/ 31 一般      37.38

植木　　心   1:46.082/ 22 一般      48.40

髙橋　義啓   1:55.402/ 13 一般      51.59

No.22 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ ６０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

浅井　正信   1:31.612/ 41 一般      45.33

No.22 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝
≪ ７０才代以上 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

加藤　　平   2:23.012/ 51 一般    1:08.66

出力日時： 11月3日 14:04
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No.23 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

古城　凜奈   1:21.441/ 31 中1      39.38

松林　美碧   1:27.891/ 42 中1      42.85

出力日時： 11月3日 14:07
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No.25 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ ４０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

清田　まみ     17.771/ 21 一般

No.26 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ ５０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

清田　圭一     15.531/ 41 一般

出力日時： 11月3日 14:08
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No.27 女子 100m 自由形              タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

河森　実乃   1:05.461/ 41 中1      31.36

櫻井　俐瑠   1:13.871/ 32 中1      34.93

出力日時： 11月3日 14:10



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.28 男子 100m 自由形              タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

千葉　翼輝   1:02.301/ 41 中2      29.73

佐藤　礼旺   1:07.121/ 32 中1      31.77

新田　良哉   1:18.961/ 23 中2      37.01

No.28 男子 100m 自由形              タイムレース決勝
≪ ３０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

佐藤　法道   1:07.341/ 51 一般      31.55

出力日時： 11月3日 14:13
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No.29 女子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ ４０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

貴田　美紀     16.651/ 21 一般

No.29 女子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ ５０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

篠﨑　正子     23.431/ 31 一般

No.29 女子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ ６０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

三浦　享子     18.441/ 41 一般

No.29 女子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ ７０才代以上 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

中村　史子     19.721/ 51 一般

出力日時： 11月3日 14:14
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No.30 男子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ ４０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

廣瀬　幸太     14.421/ 21 一般

No.30 男子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ ５０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

恩田圭一郎     16.271/ 31 一般

No.30 男子 25m 自由形              タイムレース決勝
≪ ７０才代以上 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

五十嵐　博     23.181/ 41 一般
宮城　幸夫     23.621/ 52 一般

出力日時： 11月3日 14:16
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No.31 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

粟田　聖悠   1:15.991/ 41 中1      34.79

大久保美和   1:20.021/ 22 中1      36.37

河森　実乃   1:20.921/ 33 中1      38.21

出力日時： 11月3日 14:20
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No.32 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

増田　幸誠   1:09.281/ 31 中1      32.12

No.32 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 高校生～20才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

渡部　雅信   1:09.161/ 41 一般      31.77

出力日時： 11月3日 14:21
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No.33 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ ６０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

長坂　陽子     20.631/ 31 一般

No.33 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ ７０才代以上 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

中村　史子     23.631/ 41 一般

出力日時： 11月3日 14:23



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.34 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ ４０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

石塚　孝信     15.191/ 21 一般

No.34 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ ６０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

加藤　芳雄     18.711/ 31 一般

No.34 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝
≪ ７０才代以上 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

宮城　幸夫     32.871/ 41 一般

出力日時： 11月3日 14:25



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.35 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

松林　美碧   1:36.591/ 11 中1      45.61

No.36 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間 50m

島津ヤマト   1:27.831/ 31 中1      42.32

谷田部光樹   1:33.191/ 52 中2      44.72

新田　良哉   1:35.831/ 43 中2      44.25

出力日時： 11月3日 14:29



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.39 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

粟田　聖悠     36.061/ 31 中1
荒井　　萌     43.141/ 22 中1

No.39 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ ６０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

丹野　祐子     50.381/ 41 一般

No.39 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝
≪ ７０才代以上 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

鈴木三恵子     54.571/ 51 一般

出力日時： 11月3日 14:31



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.41 女子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

猪爪　七菜     31.531/ 51 中1
古城　凜奈     33.621/ 42 中1
鈴木　伶奈     34.111/ 23 中1
櫻井　俐瑠     34.391/ 34 中1

No.41 女子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ ３０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

小野寺恵美     41.722/ 21 一般

No.41 女子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ ４０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

清田　まみ     31.052/ 31 一般

No.41 女子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ ５０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

篠﨑　正子     50.422/ 41 一般

No.41 女子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ ６０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

長坂　陽子     38.472/ 51 一般

出力日時： 11月3日 14:35



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.42 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

増田　幸誠     29.191/ 31 中1
石川　歩武     33.021/ 22 中2
金田　直大     33.361/ 13 中2

No.42 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ 高校生～20才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

水口　拓哉     30.771/ 41 一般
渡部　雅信     31.881/ 52 一般

No.42 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ ４０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

千葉　暢樹     27.053/ 11 一般
髙橋　　潤     29.732/ 42 一般
佐藤　法道     30.502/ 33 一般
廣瀬　幸太     30.622/ 54 一般
松岡　大輔     32.402/ 15 一般
髙橋　義啓     42.112/ 26 一般

No.42 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ ５０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

鈴木　裕之     31.603/ 21 一般

No.42 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ ６０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

加藤　芳雄     35.803/ 31 一般

No.42 男子 50m 自由形              タイムレース決勝
≪ ７０才代以上 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

安部　栄紀     36.613/ 51 一般
五十嵐　博     50.073/ 42 一般

出力日時： 11月3日 14:40



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.43 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

柳沼　　暖     32.411/ 41 中1
大久保美和     36.981/ 32 中1
荒井　　萌     40.061/ 23 中1

出力日時： 11月3日 14:42



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.44 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

千葉　翼輝     30.651/ 41 中2
佐藤　礼旺     34.911/ 22 中1
金田　直大     40.221/ 33 中2

No.44 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ ４０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

石塚　孝信     32.692/ 31 一般
松岡　大輔     37.252/ 22 一般

No.44 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝
≪ ５０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

清田　圭一     28.652/ 51 一般
鈴木　裕之     34.622/ 42 一般

出力日時： 11月3日 14:45



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.45 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 中学生 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

柳沼　　暖     39.961/ 21 中1
猪爪　七菜     41.351/ 32 中1

No.45 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ ３０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

小野寺恵美     47.781/ 41 一般

No.45 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ ４０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

山田　陽子     44.111/ 51 一般

出力日時： 11月3日 14:47



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.46 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ 高校生～20才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

水口　拓哉     38.641/ 21 一般

No.46 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ ４０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

千葉　暢樹     38.281/ 31 一般

No.46 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ ５０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

恩田圭一郎     43.881/ 41 一般

No.46 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝
≪ ６０才代 ≫

順位 氏　名 所　属 学年 水路   時  間

浅井　正信     41.241/ 51 一般

出力日時： 11月3日 14:49



1 / 1第83回柏市民水泳大会　兼　第1回柏オープン水泳大会
期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.47 女子 4×50m フリーリレー        タイムレース決勝
≪ 中学生以上 ≫

チーム名 水路   時  間 新記録

チームメガロス柏（乙女）1/ 1   2:08.89
                                             29.96   1:02.60   1:36.13

河森　実乃      中1・大久保美和      中1・古城　凜奈      中1・粟田　聖悠      中1
    33.53     32.76

みみれもん 1/ 2   2:19.71
                                             34.21   1:07.96   1:45.19

オールドリッチ美中1・鈴木　伶奈      中1・荒井　　萌      中1・松林　美碧      中1
    37.23     34.52

No.50 混合 4×50m フリーリレー        タイムレース決勝
≪ 中学生以上 ≫

チーム名 水路   時  間 新記録

ＤＳＣ南柏Ｂ 1/ 4   2:38.28
                                             37.61   1:23.87   2:07.55

浅井　正信 ・鈴木三恵子 ・丹野　祐子 ・渡部　雅信
    37.61     46.26     43.68     30.73

ＤＳＣ南柏Ａ 1/ 3   2:46.74
                                             37.11   1:28.36   2:10.27

加藤　芳雄 ・加藤　　平 ・小野寺恵美 ・恩田圭一郎
    37.11     51.25     41.91     36.47

出力日時： 11月3日 15:03
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期日：2022年11月3日(木)              会場：柏洋スイマーズ柏スクール(25m)

No.48 男子 4×50m フリーリレー        タイムレース決勝
≪ 中学生以上 ≫

チーム名 水路   時  間 新記録

1 team ＦＥＳ 1/ 3   2:00.25
                                             28.24   1:01.18   1:30.08

千葉　翼輝      中2・石川　歩武      中2・千葉　暢樹 ・石川　勝隆
    28.24     32.94     28.90     30.17

2 小金南中 1/ 2   2:07.73
                                             30.85   1:00.70   1:35.36

島津ヤマト      中1・佐藤　礼旺      中1・金田　直大      中2・谷田部光樹      中2
    30.85     29.85     34.66     32.37

出力日時： 11月3日 15:07
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