
倉吉市民水泳大会大会記録（R4年.7.18）

種　目 年代 性別 所属 名　　前 タイム 年度
50M自由形 小学4年以下 女子 西郷 山本　都由佳 36秒92 24年度

男子 上灘 猪山　裕之 34秒99 22年度
小学5年 女子 西郷 倉繁　幸愛 34秒04 29年度

男子 上灘 猪山　雅也 33秒88 21年度
小学6年 女子 北谷 髙岡 すず音 30秒43 R4年度

男子 西郷 山本　康太郎 30秒74 22年度
20代 女子 西 浦川　小百合 37秒09 21年度

男子 倉吉東 鳥屋原　昴大 28秒97 R1年度
30代 女子 河北 森田　千佳 32秒18 R1年度

男子 西 相見　　卓 28秒24 20年度
40代 女子 東 野﨑　真紀 36秒42 27年度

男子 西 相見　　卓 29秒22 2３年度
50代 女子 東 松村　美和子 36秒37 19年度

男子 福庭 舟木　忠則 30秒36 29年度
60代 女子 東 松村　美和子 39秒95 28年度

男子 鴨川 楠本　博文 32秒96 28年度
100M自由形 中学1年 女子 河北 原田　唯華 1分04秒65 29年度

男子 西 小原　健吾 1分04秒68 24年度
中学2・3年 女子 東 中村　美月 1分03秒91 2３年度

男子 西 小原　一真 1分03秒48 22年度
青年 女子 東 中村　美月 1分04秒80 24年度

男子 西 小原　一真 57秒61 24年度
50Mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 小学4年 女子 明倫 進木　晶貴 45秒67 24年度

男子 上灘 猪山　雅也 38秒95 20年度
小学5年 女子 明倫 進木　晶貴 36秒48 26年度

男子 上灘 猪山　雅也 38秒71 21年度
小学6年 女子 上北条 岩間　優璃 34秒23 29年度

男子 西郷 山本　康太郎 34秒97 22年度
20代 女子 西 浦川　小百合 41秒03 21年度

男子 久米 山﨑　正晴 32秒09 22年度
30代 女子 河北 森田　千佳 38秒39 30年度

男子 久米 山﨑　正晴 31秒00 27年度
40代 男子 下福田 山﨑 正晴 36秒44 R4年度
50代 女子 東 松村　美和子 44秒03 24年度

男子 鴨川 楠本　博文 33秒96 19年度
60代 女子 東 松村　美和子 52秒45 29年度

男子 鴨川 楠本　博文 36秒95 28年度
100Mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 中学1年 女子 東 中村　美月 1分17秒86 21年度

男子 鳥大附属 柴田　康弘 1分20秒53 24年度
中学2・3年 女子 東 中村　美月 1分09秒83 2３年度

男子 西 海地　勝大 1分06秒18 24年度
青年 女子 東 中村　美月 1分09秒58 24年度

男子 西 河野　竜輝 1分04秒74 2３年度
50M背泳 小学4年 女子 明倫 太田 暖乃 44秒83 28年度

男子 明倫 進木　正徳 44秒93 26年度
小学5年 女子 河北 柴田　誠子 39秒38 2３年度

男子 河北 柴田　康弘 37秒17 22年度
小学6年 女子 西郷 小谷　侑愛 36秒10 26年度

男子 河北 柴田　康弘 35秒04 2３年度
20代 男子 久米 山﨑　正晴 35秒05 22年度
30代 女子 河北 金田　聡子 52秒45 22年度

男子 西 濱田　佳毅 33秒59 26年度
40代 女子 鴨川 竺原　晶子 47秒52 24年度

男子 福庭 舟木　忠則 34秒71 22年度
50代 女子 東 松村　美和子 43秒84 22年度

男子 福庭 舟木　忠則 35秒18 R1年度
60代 女子 東 松村　美和子 47秒15 26年度

男子 上北条 伊藤　修平 49秒05 30年度
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種　目 年代 性別 所属 名　　前 タイム 年度
100M背泳 中学1年 女子 東 伊藤　彩華 1分14秒54 21年度

男子 鳥大附属 柴田　康弘 1分13秒32 24年度
中学2・3年 女子 鳥大付属 小谷 侑愛 1分13秒62 28年度

男子 東 矢吹　勇斗 1分10秒96 28年度
青年 男子 河北 河野　竜輝 1分15秒52 24年度

50M平泳 小学4年以下 女子 西郷 山本　都由佳 44秒24 24年度
男子 上灘 猪山　裕之 45秒50 22年度

小学5年 女子 上北条 岩間　優璃 41秒45 28年度
男子 西郷 山本　康太郎 43秒00 21年度

小学6年 女子 上北条 岩間　優璃 37秒97 29年度
男子 成徳 小谷　誓 39秒97 24年度

20代 男子 東 岡本　将揮 42秒76 22年度
30代 女子 河北 森田　千佳 42秒05 R1年度

男子 西 吉田　正之 33秒55 22年度
40代 女子 河北 山田　真理 54秒30 26年度

男子 西 吉田　正之 34秒20 24年度
50代 女子 東 松村　美和子 49秒49 18年度

男子 河北 舟木　忠則 37秒49 R1年度
60代 女子 東 松村　美和子 53秒43 29年度

男子 河北 中本　忠夫 44秒45 24年度
100M平泳 中学1年 女子 鳥大付属 岩間　優璃 1分19秒15 30年度

男子 東 小椋　宏一 1分33秒55 18年度
中学2・3年 女子 河北 松原　ひなた 1分32秒63 30年度

男子 河北 岩間 大昂 1分10秒63 R4年度
青年 男子 河北 河野　竜輝 1分22秒36 24年度

200M個人メドレー 中学1年 女子 鳥大付属 岩間　優璃 2分48秒67 30年度
男子 西 小原　健吾 2分33秒85 24年度

中学2・3年 女子 東 中村　美月 2分46秒28 22年度
男子 西 小原　一真 2分21秒97 2３年度

青年 男子 西 小原　一真 2分18秒59 24年度
200Mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 小学生 女子 明倫 山田 門脇 進木 太田 2分44秒50 26年度

男子 小鴨 相見 尾崎 清水 松信 2分50秒63 27年度
中学生 女子 東 杉本 鷲見 野﨑 平野 2分51秒25 27年度

男子 東 矢吹 進木 猪山 矢野 2分19秒44 26年度
成年 男子 西 西中醉泳部 2分22秒51 20年度

100Mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 成年 女子 倉吉SS 倉吉SS 1分24秒93 19年度
男子 西 西中醉泳部 1分03秒65 28年度

400Mリレー 中学生 女子 鴨川 鴨川中学校 6分42秒61 18年度
200Mリレー 小学生 女子 小鴨 山根 花池 渡辺 岩本 2分27秒23 27年度

男子 小鴨 中上 松信 生田 相見 2分28秒31 27年度
成年 男子 西 西中醉泳部 2分01秒25 20年度

100Mリレー 成年 女子 倉吉SS 松村 山本 穐久 野﨑 1分09秒23 27年度
男子 西 西中醉泳部 56秒76 19年度
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