
2013Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
期日：2013年8月17日(土)              会場：東京辰巳国際水泳場(50m)

入 賞 者 一 覧

男子  小学3・4年

50m自由形

1位 ･大会新31秒36森田  遥大 上郡町

2位 32秒51吉野  恵都 御宿町

3位 33秒78金杉  俊太 久喜市栗橋

50m背泳ぎ

1位 38秒70吉野  恵都 御宿町

2位 39秒51田村  香芽 鋸南町

3位 41秒13春日  遊馬 南部町名川

50m平泳ぎ

1位 42秒13大庭  大直 松伏町

2位 43秒62荒井  創汰 芳賀町

3位 45秒97飯島    翔 松伏町

50mバタフライ

1位 ･大会新32秒32森田  遥大 上郡町

2位 37秒48武    快飛 玉村町

3位 37秒89北    源太 那須塩原市塩原

男子  小学5・6年

50m自由形

1位 30秒39堺澤  優喜 白岡市

2位 30秒61ﾀﾗﾝﾃﾞｨｽﾙｰｸ 富山市八尾

3位 31秒21小林  伸明 燕市

50m背泳ぎ

1位 35秒04ﾀﾗﾝﾃﾞｨｽﾙｰｸ 富山市八尾

2位 35秒24阪本  航也 大紀町大内山

3位 37秒03飯草  皓平 松伏町

50m平泳ぎ

1位 37秒25吉野  将貴 御宿町

2位 38秒69佐藤  史弥 鋸南町

3位 38秒78沼田  純作 南あわじ市南淡

50mバタフライ

1位 32秒03阪本  航也 大紀町大内山

2位 33秒40小林  伸明 燕市

3位 33秒44堺澤  優喜 白岡市

出力日時： 15:388月17日



2013Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
期日：2013年8月17日(土)              会場：東京辰巳国際水泳場(50m)

入 賞 者 一 覧

男子  中学生

50m自由形

1位 25秒46阪本  祐也 大紀町大内山

2位 26秒45池端  俊哉 志賀町富来

3位 26秒68森田  幸佑 上郡町

100m自由形

1位 57秒57森田  幸佑 上郡町

2位 58秒14山田  広夢 富山市八尾

3位 59秒13清水  鼓哲 愛南町御荘

50m背泳ぎ

1位 29秒36池端  俊哉 志賀町富来

2位 31秒43松本隆之介 市川町

3位 31秒83伊藤  佑真 桑名市長島

50m平泳ぎ

1位 33秒68沢治  優磨 高島市今津

2位 34秒08遠藤    海 大多喜町

3位 34秒31川端  雅也 玉村町

50mバタフライ

1位 ･大会新26秒01阪本  祐也 大紀町大内山

2位 28秒25山田  広夢 富山市八尾

3位 28秒87清水  鼓哲 愛南町御荘

男子  無差別

200mリレー

1位   1分56秒60富山
山田  広夢 小滝  悠弥 辻      歩 ﾀﾗﾝﾃﾞｨｽﾙｰｸ（ ）・ ・ ・

2位   1分56秒73三重
阪本  祐也 伊藤  佑真 加藤  颯真 阪本  航也（ ）・ ・ ・

3位   1分59秒12埼玉
通山    心 堺澤  優喜 髙田涼太郎 茂木  亮太（ ）・ ・ ・

200mメドレーリレー

1位   2分08秒89富山
ﾀﾗﾝﾃﾞｨｽﾙｰｸ 小峠  翔馬 山田  広夢 辻      歩（ ）・ ・ ・

2位   2分10秒52兵庫
松本隆之介 有村  皐月 森田  遥大 高川    凌（ ）・ ・ ・

3位   2分12秒92千葉
佐藤    颯 吉野  将貴 鈴鹿  朋希 鈴木    瑠（ ）・ ・ ・

出力日時： 15:388月17日



2013Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
期日：2013年8月17日(土)              会場：東京辰巳国際水泳場(50m)

入 賞 者 一 覧

女子  小学3・4年

50m自由形

1位 31秒04和佐    楓 柳川市大和

2位 31秒32高井麻里衣 嵐山町

3位 32秒12茂木  美奈 吉見町

50m背泳ぎ

1位 36秒26和佐    楓 柳川市大和

2位 39秒54湯澤  胡桃 芳賀町

3位 40秒34小川莉望華 吉見町

50m平泳ぎ

1位 41秒04猪  帆乃夏 鋸南町

2位 41秒54山寺  舞果 志賀町富来

3位 42秒03茂木  美奈 吉見町

50mバタフライ

1位 34秒27高井麻里衣 嵐山町

2位 34秒47濵元玖瑠海 氷見市

3位 36秒24堺澤  舞香 白岡市

女子  小学5・6年

50m自由形

1位 29秒48森中  優花 上郡町

2位 30秒59磯嶋  夢叶 室蘭市

3位 30秒70高井美莉衣 嵐山町

50m背泳ぎ

1位 33秒26森中  優花 上郡町

2位 33秒68坪田  愛生 鶴田町

3位 35秒02浜田穂乃香 久喜市栗橋

50m平泳ぎ

1位 36秒86首藤  大果 四万十町窪川

2位 37秒00坂    美紀 芳賀町

3位 38秒04梶谷  遥奈 松江市宍道

50mバタフライ

1位 31秒87坪田  愛生 鶴田町

2位 32秒19細木  咲希 松江市宍道

3位 32秒92三宅  渚沙 南あわじ市南淡

出力日時： 15:388月17日



2013Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
期日：2013年8月17日(土)              会場：東京辰巳国際水泳場(50m)

入 賞 者 一 覧

女子  中学生

50m自由形

1位 ･大会新27秒53千葉美捺穂 嵐山町

2位 ･大会新27秒84阿瀬川京香 浜田市三隅

3位 29秒39丹羽    皐 桑名市長島

100m自由形

1位 ･大会新  1分00秒07阿瀬川京香 浜田市三隅

2位   1分02秒07藤原  海帆 鶴ヶ島市

3位   1分02秒12日髙  雅子 志賀町富来

50m背泳ぎ

1位 32秒69竹内  智香 四万十町窪川

2位 33秒66日髙  雅子 志賀町富来

3位 33秒76松田  七海 鶴ヶ島市

50m平泳ぎ

1位 35秒86丹羽  彩巴 嵐山町

2位 36秒60中島えみり 御宿町

3位 37秒87齊藤あすか 鋸南町

50mバタフライ

1位 ･大会新28秒98千葉美捺穂 嵐山町

2位 30秒24丹羽  彩巴 嵐山町

3位 32秒16淮田  鈴音 上郡町

女子  無差別

200mリレー

1位 ･大会新  1分56秒77埼玉
野口  陽菜 高井美莉衣 藤原  海帆 千葉美捺穂（ ）・ ・ ・

2位   2分02秒06兵庫
坂    莉奈 榧谷  香花 野口  晴香 入谷  早咲（ ）・ ・ ・

3位   2分05秒33高知
田村  風香 首藤  大果 宮地    桃 竹内  智香（ ）・ ・ ・

200mメドレーリレー

1位   2分13秒15埼玉
松田  七海 丹羽  彩巴 中野  美波 浜田穂乃香（ ）・ ・ ・

2位   2分16秒34高知
竹内  智香 首藤  大果 東    有希 宮地    桃（ ）・ ・ ・

3位   2分17秒66兵庫
久保  藍里 坂    莉奈 淮田  鈴音 榧谷  香花（ ）・ ・ ・

出力日時： 15:388月17日


