
１　日　　時 平成２７年８月９日(日）

２　会　　場 東京辰巳国際水泳場

３　参　　加 参加地区数２５地区(男子２３地区、女子２０地区）

選手・監督　(申込）　２７７名

４　総合成績

順位 地区名 競技素点 大会得点 順位 地区名 競技素点 大会得点

1 北区 135.0 13 1 北区 104.5 13

2 練馬区 126.5 10 2 練馬区 90.0 10

3 千代田区 93.5 9 3 新宿区 49.0 9

4 板橋区 88.0 8 4 板橋区 37.0 8

5 新宿区 57.0 7 5 葛飾区 34.0 7

6 大田区 53.0 6 6 武蔵野市 31.5 6

7 中野区 38.0 5 7 千代田区 24.0 5

8 杉並区 37.0 4 8 品川区 16.0 4

※　大会得点は、都民体育大会実施要項による競技得点に参加点１点を含めたものである。

※　競技素点が同点の場合は、次の順序で順位を決定する。

　①　リレー得点による。

　②　入賞者数による。(リレーの入賞者数は４として計算する。）

　③　１位入賞者数による。(以下、順次８位までの入賞者数による。）

５　参加点(１点)のみの地区

中央区、文京区、台東区、江東区、品川区、
渋谷区、豊島区、荒川区、葛飾区、江戸川
区、八王子市、武蔵野市、府中市、羽村市、
あきる野市

中央区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、
中野区、杉並区、豊島区、荒川区、江戸川区、
立川市、羽村市

第６９回都民体育大会(区市町村対抗)夏季大会　水泳競技　成績一覧

男　子　総　合 女　子　総　合

男子１５地区 女子１２地区



：大会新記録 :失格・棄権

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

都築　功 小林　俊平 小泉　渓 室谷　靖治 福岡　裕介 ｱﾛﾝ ﾊﾟｰｶｰ 古賀　武文 根津　隆宏
（北区） （大田区） （練馬区） （大田区） （板橋区） （品川区） （北区） （中野区）
２３”９７ ２４”９０ ２５”０６ ２５”３５ ２５”５２ ２５”５６ ２５”６４ ２５”９５
都築　功 小林　俊平 田中　智樹 村田　優一郎 鶴谷　学 古賀　武文 片岡　浩一 中園　博善
（北区） （大田区） （板橋区） （武蔵野市） （品川区） （北区） （大田区） （千代田区）
５４”０２ ５５”２９ ５５”７２ ５６”１２ ５６”１７ ５６”２６ ５６”４７ ５８”９６
若林　瑞 福井　淳一 沼田　貴俊 中村　健太郎 田口　尚義 山上　勝士 田窪　達 宮下　聖
（杉並区） （北区） （新宿区） （練馬区） （中野区） （板橋区） （葛飾区） （大田区）
２８”１１ ２８”２０ ２８”４５ ２８”９１ ２８”９４ ２９”６３ ３０”５０ ３０”７５
本多　勇樹 根津　隆宏 島根　宏幸 辻　智範 小森　康弘 宮坂　大輔 森田　竜太郎 天満　宏
（葛飾区） （中野区） （練馬区） （板橋区） （千代田区） （北区） （葛飾区） （北区）
２９”１２ ２９”８０ ３０”３４ ３０”５６ ３０”７４ ３０”９４ ３１”２０ ３１”６４
野村　英司 深川　聖史 若林　瑞 中園　博善 鈴木　康弘 福井　淳一 桶本　新一郎 遠藤　直人
（葛飾区） （練馬区） （杉並区） （千代田区） （大田区） （北区） （北区） （葛飾区）
２５”７３ ２６”０８ ２６”２４ ２６”２５ ２６”６０ 棄権

麻生　剛弘 原田　蘭丸 川口　侑太 山岸　将也 松永　和夫 伊藤　優樹 岡野　和樹 笹山　康太
（千代田区） （練馬区） （練馬区） （板橋区） （北区） （中野区） （北区） （あきる野市）

２３”３６ ２４”１５ ２４”９２ ２５”０４ ２５”２４ ２６”２８
石井　諒 井田　憲吾 平野　修也 牛島　瞭 矢野　史弥 河野　大地 茂木　彗太 岡野　和樹
（千代田区） （練馬区） （千代田区） （板橋区） （新宿区） （板橋区） （北区） （北区）
５２”１１ ５２”３０ ５２”４８ ５２”７３ ５３”９０ ５４”１７ ５４”２１ ５４”３６
片山　裕也 橋爪　久司 笹山　康太 山岡　拓馬 山田　健夫 阿部　哲也 氏林　七海 麻生　真稔
（練馬区） （練馬区） （あきる野市） （北区） （北区） （板橋区） （新宿区） （千代田区）
５６”３６ ５８”８９ １’００”９５ １’０１”１５ １’０１”９９ １’０２”０２ １’０２”６０ １’０２”９９
朝日　翔 遠藤　千賀英 大崎　拓朗 宮川　航 岡崎　健斗 保坂　圭太郎 秦野　健人 高橋　亮太
（千代田区） （板橋区） （北区） （北区） （杉並区） （練馬区） （武蔵野市） （板橋区）
１’０２”３６ １’０４”８３ １’０５”２４ １’０６”６４ １’０６”９５ １’０９”１１ １’０９”５０ １’１２”５３
井田　憲吾 谷口　誠司 福田　翔太 上野　公志 平　龍大 斉藤　友志郎 近藤　寛彰 細川　大介
（練馬区） （新宿区） （千代田区） （北区） （新宿区） （中野区） （北区） （杉並区）
５４”６８ ５５”４５ ５６”３６ ５７”４４ ５７”５８ ５８”４１ ５８”８９ ５９”７６
沖本　凜太郎 氏林　倭人　 安藤　秀 稲生　浩明 小泉　飛鳥 野中　翔太 安彦　大地 崎村　遼太
（練馬区） （新宿区） （板橋区） （大田区） （北区） （大田区） （板橋区） （千代田区）
２’０３”９９ ２’０７”６５ ２’０９”８７ ２’１２”６７ ２’１４”９９ ２’１５”６３ ２’１７”６４ 失格

１’３２”９３ １’３３”４９ １’３４”５８ １’３６”７５ １’３８”２２ １’４０”９５ １”４１”０４ １’４３”７２

１’４３”１７ １’４５”２４ １’４６”５３ １’４７”８７ １’４８”４２ １’４９”５７ １’５０”７９ １’５１”４９

真弓　祐子 渡邉　美樹 長谷川　菜月 中野　純子 畑中　マヤ 諸貫　彩 伊藤　ひかり 武井　晶子
（練馬区） （板橋区） （品川区） （武蔵野市） （北区） （板橋区） （練馬区） （武蔵野市）
２７”９３ ２８”１８ ２８”３２ ２８”６６ ２９”０４ ２９”４３ ２９”６６ ２９”７９
室井　真純 清水　里菜 畑中　マヤ 川端　彩加 小林　亜里沙 柳沢　友里恵 高嶺　直美 別府　由香里
（新宿区） （葛飾区） （北区） （千代田区） （葛飾区） （杉並区） （練馬区） （大田区）
１’０１”３５ １’０１”６５ １’０１”９１ １’０４”０９ １’０４”４１ １’０４”４６ １’０４”５０ １’０５”１７
室井　真純 栃窪　歩実 稲益　麻亜子 渡辺　葵 沼崎　円 中野　純子 大西　紗規子 川端　彩加
（新宿区） （立川市） （北区） （千代田区） （北区） （武蔵野市） （練馬区） （千代田区）
３１”４６ ３２”８０ ３２”９４ ３３”４０ ３４”８２ ３５”７２
藤本　紗綾 武井　晶子 飛知和　幸矢 松田　知華 岡本　敬子 三塚　涙 高瀬　理恵 大矢　奈央子
（北区） （武蔵野市） （北区） （新宿区） （練馬区） （練馬区） （葛飾区） （新宿区）
１’１３”８８ １’１６”４３ １’１９”２９ １’２０”６５ １’２１”００ １’２３”３０ １’２３”６４ １’２５”０６
渡辺　耶唯 林　ひとみ 菊地　ゆめみ 月岡　麻美 吉谷　玲奈 清水　里菜 小林　亜里沙 小久保　菜摘
（練馬区） （北区） （板橋区） （北区） （練馬区） （葛飾区） （葛飾区） （武蔵野市）
２８”９１ ２９”０６ ２９”２５ ２９”２６ ２９”５９ ３０”４８ ３１”３９ ３１”６４
渡辺　耶唯 中村　咲子 松田　仁美 松井　聡子 鈴木　葵里子 新野　夏美 森田　知美 松田　知華
（練馬区） （北区） （北区） （練馬区） （立川市） （中野区） （豊島区） （新宿区）
２’２０”０９ ２’２７”７５ ２’２７”９８ ２’３７”８６ ２’３９”０８ ２’４１”６４ ２’４２”６５ ２’４４”５３

１’５２”８７ １’５３”６９ １’５６”０９ １’５８”８０ １’５９”６６ ２’００”０３ ２’００”７３ ２’００”７４

２’０５”０５ ２’０５”５０ ２’０９”４７ ２’１０”３９ ２’１１”７５ ２’１１”３９ ２’１６”９２ ２’１７”３８

２６”６６

６　個人成績

　　　　　　　　　順位

　種目

30
歳
以
上
男
子

50m自由形

100自由形

50m背泳ぎ

50m平泳ぎ

50mバタフライ

板橋区 北区

一
般
男
子

50m自由形

100m自由形

100m背泳ぎ

100m平泳ぎ

100mバタフライ

200m
個人メドレー

中野区 杉並区 大田区
200mリレー

200m
メドレーリレー

千代田区 練馬区 北区 板橋区 新宿区 中野区 杉並区 葛飾区

千代田区 新宿区 練馬区

千代田区 杉並区 大田区 新宿区

一
般
女
子

50m自由形

100m自由形

50m背泳ぎ

100m平泳ぎ

50mバタフライ

200m
個人メドレー

２３”１８

３３”６１

杉並区

品川区
200mリレー

200m
メドレーリレー

北区 練馬区 新宿区 板橋区 葛飾区 品川区

北区

武蔵野市

練馬区 板橋区


