
  第３２回　山形県選抜学童水泳記録会 出場資格一覧表 H19.7.26

　５・６年生は７月２４・２５日開催の「山形市小学校水泳記録会」の記録を、３・４年生は７月１５日
  開催の「べにばな水泳記録会」の記録を参考としております。なお、山形市水泳連盟推薦も含みます。

  ５．６年（Ｃグループ） 　   ３・４年（Ｂグループ）

男子200mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 男子100m自由形 男子50m自由形 男子50m自由形
金井小 齋藤　雄太 みはらしの丘小 小５ 漆山　達哉 金井小 小６ 佐藤　空哉 山形十小 小３
山形七小 相澤　怜央 蔵王一小 小６ 松岡　　輝 鈴川小 小６ 永橋こう輝 山形六小 小３
宮浦小 今野　仁成 本沢小 小６ 中川　洸弥 滝山小 小５ 阿部　海偉 大郷小 小４
山形西小 熊谷　海人 滝山小 小６ 官　　宏紀 蔵王一小 小６
南沼原小 細川　源生 山形六小 小６ 伊藤　壮汰 山形十小 小５
山形五小 岩田　源輝 宮浦小 小６ 佐藤　一真 山大附小 小６ 女子50m自由形
蔵王一小 和田　昂騎 山形十小 小６ 半澤　和也 出羽小 小６ 武田　真優 山形七小 小４
山形四小 木村　拓巳 山形西小 小６ 岡部　朋佳 山形五小 小４
山大附小 柴田　一城 南沼原小 小６ 矢萩　　晴 山形三小 小３
滝山小 女子100m自由形 鈴木　郁人 山大附小 小６ 渋谷みはる 出羽小 小４
山形十小 小神　美菜 楯山小 小６
鈴川小 中野　まよ 楯山小 小５
山形九小 佐藤　直子 山形一小 小５ 女子50m自由形 男子50m背泳ぎ
山形東小 西上　寧子 蔵王一小 小６ 髙内　若菜 山形東小 小５ 岡崎　廉士 蔵王一小 小４
山形八小 佐藤佳央理 山形西小 小６ 奥山　文葉 みはらしの丘小 小５ 渡部　美音 山形十小 小４

峯田　麻美 山大附小 小５ 鈴木里佳子 鈴川小 小６ 橘　　洋司 山形西小 小３
羽角　萌香 金井小 小５ 奥山　詩帆 南沼原小 小６ 菊池　一真 山形八小 小３

女子200mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 佐藤有里乃 山大附小 小５ 林　さつき 出羽小 小６
山形三小 鈴木　朱音 出羽小 小６ 堤　　理加 山形西小 小６
山大附小 元木ちさと 宮浦小 小６ 女子50m背泳ぎ
南沼原小 半田　基子 山形十小 小６ 後藤　里奈 東沢小 小４
山形西小 男子50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 田中美奈実 山形西小 小４
山形六小 江口　幸希 金井小 小６ 古沢　まい 蔵王一小 小４
東沢小 男子100m背泳ぎ 高橋　修一 宮浦小 小６ 仁木菜々子 山形十小 小４
鈴川小 深瀬　孝介 宮浦小 小５ 佐藤　皓太 鈴川小 小６ 古林　毬菜 滝山小 小４
山形十小 佐藤　　励 明治小 小５ 折原　諒汰 南沼原小 小６ 朝倉　美希 金井小 小４
山形五小 大野　　桂 南山形小 小５ 深山　陽光 山形二小 小６ 平　りさ子 山形西小 小３
金井小 植松　　凌 山形一小 小６ 嶋田　千里 山形七小 小４
滝山小 晋道　美和 山形十小 小４
出羽小 女子100m背泳ぎ 丸子　莉奈 出羽小 小４
桜田小 深瀬　真由 山形五小 小６ 女子50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ
山形九小 富谷　　茜 鈴川小 小６ 島貫　彩華 山形九小 小６

遠藤　美咲 明治小 小６ 藤島めぐみ 南沼原小 小６ 男子50m平泳ぎ
矢萩　陽子 山大附小 小６ 安孫子重宏 山形十小 小４

男子200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 荒木　彩佳 山形十小 小６ 高橋　英寛 山形九小 小４
金井小 男子100m平泳ぎ 堀　芙美奈 金井小 小６ 桜井　彩人 山形東小 小４
蔵王一小 北條　友基 山形五小 小６ 豊田　真央 山形三小 小６ 奥山　智天 みはらしの丘小 小４
山形七小 飛塚　佑輝 山形西小 小６ 大沼　礼奈 山形十小 小６
山形五小 稲田　雄介 山形四小 小６
山形四小 菊池　脩人 山形八小 小５ 女子50m平泳ぎ
山形西小 濱本　宜輝 山大附小 小５ 男子50m背泳ぎ 長岡　　葵 南沼原小 小４
滝山小 後藤　謙太 東沢小 小６ 鹿野　佑太 山形七小 小６ 吉田　萌乃 宮浦小 小４
山大附小 夏堀　優也 山形四小 小６ 朝倉　勇志 金井小 小６ 原田　小雪 南沼原小 小４
山形九小 森野　太介 滝山小 小６ 橘　　智陽 山形西小 小６
山形十小 細谷　　豪 山形三小 小５ 奥山　翔太 山形九小 小６
鈴川小 阿部　郁人 山形西小 小５ 相馬　啓希 山形南小 小６ 男子50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ
南沼原小 舘石　　航 山形三小 小６ 新關　達也 山形五小 小６ 伊藤　智博 山形一小 小４

加藤　椋介 山形九小 小６ 野村　悠起 山大附小 小３
佐藤　幸太 山形八小 小５

女子200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 村山　拓也 鈴川小 小６ 女子50m背泳ぎ
山形三小 鏡　　大賀 滝山小 小６ 澁井　柚実 桜田小 小５ 女子50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ
山形西小 杉本早侑美 山形西小 小６ 丸子　紗奈 出羽小 小４
山大附小 安藤　　愛 南沼原小 小５ 佐藤　真紀 蔵王一小 小４
鈴川小 女子100m平泳ぎ 吉田　実祝 山大附小 小６ 渡辺　歩美 山形東小 小４
山形六小 池田なつ美 山形六小 小６ 深山　　桜 山形二小 小５
南沼原小 駒形　　光 山形三小 小５ 永橋あゆ美 山形六小 小６
山形十小 川村亜里沙 宮浦小 小５
桜田小 須田　菜月 滝山小 小５
金井小 原田　　澪 蔵王一小 小６ 男子50m平泳ぎ
山形五小 鈴木　琴莉 山形八小 小５ 甲州　健太 蔵王一小 小６
山形東小 関沢　夏月 出羽小 小５ 柏倉　栄輝 山寺小 小６
出羽小 小鹿　　茜 東沢小 小５ 細川　勝矢 山形東小 小６
東沢小 似鳥　康太 山形二小 小５

海谷　昌樹 大郷小 小６
男子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 浅沼　寛人 南沼原小 小６

男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 石垣　　亮 山形七小 小６
設楽　一人 宮浦小 小５ 関　  聖史 山形四小 小６
大清水楓汰 滝山小 小６ 女子50m平泳ぎ

吉田美菜子 山形二小 小６
女子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 女子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 三澤　未憂 桜田小 小５
横川　朝咲 東沢小 小６ 安達　雪鈴 山形三小 小６ 松浦　雪乃 東沢小 小５
加藤　咲季 山形十小 小５ 山本理紗子 山形六小 小６ 青木　聖美 出羽小 小６
木村　郁美 滝山小 小６ 金澤ひかり 山形西小 小６ 井汲　晴香 山大附小 小６

三澤ひかり 鈴川小 小６
知念　沙紀 山形六小 小５
高橋南々子 山形四小 小６
黒田　美月 滝山小 小６
安孫子　澪 山形東小 小６


