
2017Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
期日：2017年8月19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29秒92八木野航平 山梨:南アルプス市白根

2位 32秒04吉永    湊 群馬:明和町

3位 33秒67岸本  真樹 滋賀:高島市今津

50m背泳ぎ

1位 35秒24八木野航平 山梨:南アルプス市白根

2位 35秒77細野  泰聖 山梨:甲州市塩山

3位 38秒77飯島  拓真 埼玉:松伏町

50m平泳ぎ

1位 39秒08大森  理央 山梨:甲州市塩山

2位 40秒93梅原  一太 埼玉:白岡市

3位 42秒44早川  和洸 埼玉:白岡市

50mバタフライ

1位 32秒25細野  泰聖 山梨:甲州市塩山

2位 32秒40吉永    湊 群馬:明和町

3位 34秒18佐藤  瑠威 青森:鶴田町

男子  小学5・6年

50m自由形

1位 28秒57鈴木    豪 千葉:鋸南町

2位 28秒67岡田  拓己 埼玉:白岡市

3位 28秒95西潟  遙斗 埼玉:嵐山町

50m背泳ぎ

1位 34秒29青木  鳳雅 群馬:明和町

2位 34秒57中嶋晟一朗 山梨:甲州市塩山

3位 34秒72西海  航世 山梨:南アルプス市白根

50m平泳ぎ

1位 35秒44西潟  遙斗 埼玉:嵐山町

2位 35秒57松田  壮央 群馬:明和町

3位 35秒78早川  優晴 埼玉:白岡市

50mバタフライ

1位 29秒90吉永  隼毅 群馬:明和町

2位 32秒16小林  岳央 福島:塙町

3位 32秒19岡田  拓己 埼玉:白岡市

出力日時： 16:248月19日



2017Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
期日：2017年8月19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 ･大会新24秒93渡辺  裕葵 山梨:南アルプス市白根

2位 25秒31川端  志門 群馬:玉村町

3位 26秒13福永  葉月 山梨:南アルプス市白根

100m自由形

1位 ･大会新55秒23渡辺  裕葵 山梨:南アルプス市白根

2位 58秒29西口  克輝 山梨:甲州市塩山

3位 58秒72田村  香芽 千葉:鋸南町

50m背泳ぎ

1位 ･大会新28秒64鶴田  幸大 山梨:甲州市塩山

2位 29秒64水野  颯汰 茨城:北茨城市

3位 30秒00阿部  健汰 山梨:南アルプス市白根

50m平泳ぎ

1位 31秒24斉藤    翼 群馬:玉村町

2位 31秒26佐藤  史弥 千葉:鋸南町

3位 31秒65福永  葉月 山梨:南アルプス市白根

50mバタフライ

1位 27秒27木谷    響 滋賀:高島市今津

1位 27秒27鶴田  幸大 山梨:甲州市塩山

3位 28秒05田村  香芽 千葉:鋸南町

男子  無差別

200mフリーリレー

1位 ･大会新  1分50秒61山梨:山梨県連絡協議会
渡辺  裕葵 中嶋晟一朗 八木野航平 福永  葉月（ ）・ ・ ・

2位   1分52秒36千葉:千葉県連絡協議会
田村  香芽 鈴木    豪 伊藤  光輝 佐藤  史弥（ ）・ ・ ・

3位   1分54秒33長野:長野県連絡協議会
倉科  裕太 倉科  颯太 倉科  皓太 原    知希（ ）・ ・ ・

200mメドレーリレー

1位   2分02秒42山梨:山梨県連絡協議会
鶴田  幸大 小池  凌椰 細野  泰聖 中嶋晟一朗（ ）・ ・ ・

2位   2分05秒43群馬:群馬県連絡協議会
青木  鳳雅 斉藤    翼 吉永  隼毅 柴崎  暖己（ ）・ ・ ・

3位   2分08秒77千葉:千葉県連絡協議会
藤澤  知輝 佐藤  史弥 鈴木    豪 伊藤  光輝（ ）・ ・ ・

出力日時： 16:248月19日



2017Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
期日：2017年8月19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49阿部奈菜美 山梨:南アルプス市白根

2位 33秒75平嶋亜沙美 山梨:南アルプス市白根

3位 34秒06鈴木  瑠奈 茨城:五霞町

50m背泳ぎ

1位 37秒12平嶋亜沙美 山梨:南アルプス市白根

2位 40秒71鈴木  瑠奈 茨城:五霞町

3位 41秒62伊藤  澄奈 広島:坂町

50m平泳ぎ

1位 46秒84金子  珠里 千葉:鋸南町

2位 47秒21植野  結衣 富山:富山市八尾

3位 48秒15磯畑  麗桜 茨城:石岡市

50mバタフライ

1位 ･大会新32秒65阿部奈菜美 山梨:南アルプス市白根

2位 37秒05磯畑  麗桜 茨城:石岡市

3位 37秒20金子  珠里 千葉:鋸南町

女子  小学5・6年

50m自由形

1位 28秒87白井    遥 埼玉:嵐山町

2位 29秒06穂坂  美空 山梨:南アルプス市白根

3位 29秒34雨宮希ッ子 山梨:南アルプス市白根

50m背泳ぎ

1位 ･大会新31秒35神田  紗来 群馬:明和町

2位 34秒21水野  柚希 埼玉:白岡市

3位 34秒98雨宮希ッ子 山梨:南アルプス市白根

50m平泳ぎ

1位 37秒61中西  咲希 埼玉:白岡市

2位 38秒30石川  愛美 山梨:甲州市塩山

3位 39秒05成島  夕愛 山梨:南アルプス市白根

50mバタフライ

1位 ･大会新28秒75穂坂  美空 山梨:南アルプス市白根

2位 31秒07神田  紗来 群馬:明和町

3位 31秒09成島  夕愛 山梨:南アルプス市白根

出力日時： 16:248月19日



2017Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
期日：2017年8月19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 28秒17倉田  真綺 山梨:南アルプス市白根

2位 28秒32野口  愛奈 群馬:明和町

3位 28秒74宮地    桃 高知:四万十町窪川

100m自由形

1位   1分01秒00内田  琳野 埼玉:嵐山町

2位   1分01秒36名取  未夏 山梨:南アルプス市白根

3位   1分03秒11野口  愛奈 群馬:明和町

50m背泳ぎ

1位 31秒88倉田  真綺 山梨:南アルプス市白根

2位 33秒16赤松  沙羅 滋賀:高島市今津

3位 33秒57内田  琳野 埼玉:嵐山町

50m平泳ぎ

1位 34秒54長澤  乙希 山梨:南アルプス市白根

2位 35秒31猪  帆乃夏 千葉:鋸南町

3位 37秒02宮地    桃 高知:四万十町窪川

50mバタフライ

1位 29秒54名取  未夏 山梨:南アルプス市白根

2位 30秒69田代乃愛留 山梨:南アルプス市白根

3位 31秒12宮原  胡春 福井:大野市

女子  無差別

200mフリーリレー

1位   1分58秒06山梨:山梨県連絡協議会
秋山  夢芽 成島  夕愛 石川  愛美 保坂  咲羽（ ）・ ・ ・

2位   2分00秒22埼玉:埼玉県連絡協議会
白井    遥 内畠  来夢 内田  琳野 江中  深咲（ ）・ ・ ・

3位   2分04秒53群馬:群馬県連絡協議会
吉田  早希 堀口  果鈴 矢口  桃花 野口  愛奈（ ）・ ・ ・

200mメドレーリレー

1位 ･大会新  2分05秒03山梨:山梨県連絡協議会
倉田  真綺 長澤  乙希 穂坂  美空 雨宮希ッ子（ ）・ ・ ・

2位   2分14秒43埼玉:埼玉県連絡協議会
水野  柚希 中西  咲希 飯草  史佳 吉池  陽菜（ ）・ ・ ・

3位   2分14秒87群馬:群馬県連絡協議会
神田  紗来 塚本  和子 久保田千尋 花本  裕美（ ）・ ・ ・

出力日時： 16:248月19日


