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種目別競技結果
競技№：   1 女子   50m 自由形 タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   26.37

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   27.98

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 1 松田佑貴子                    勝山市          98

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷｺ                      ｶﾂﾔﾏｼ              37.49

 1/ 2 芳村　萌々子                  敦賀市          01

ﾖｼﾑﾗ ﾓﾓｺ                      ﾂﾙｶﾞｼ           棄権

 1/ 3 齋藤　日和                    勝山市          00

ｻｲﾄｳ ﾋﾖﾘ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 4 紙谷　麻里                    福井市          93

ｶﾐﾔ ﾏﾘ                        ﾌｸｲｼ            棄権
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種目別競技結果
競技№：   1 女子   50m 自由形 タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録   26.37

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   27.98

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 7 長谷川仁美                    坂井市          90

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ                     ｻｶｲｼ               30.73

 1/ 5 村田　邦子                    福井市          81

ﾑﾗﾀ ｸﾆｺ                       ﾌｸｲｼ            棄権

 1/ 6 椿山　舞衣                    勝山市          84

ﾂﾊﾞｷﾔﾏ ﾏｲ                     ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 8 松田　萌子                    勝山市          86

ﾏﾂﾀ ﾓｴｺ                       ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 9 小林　尚美                    福井市          79

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ                     ﾌｸｲｼ            棄権
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種目別競技結果
競技№：   2 女子   50m 自由形 タイム決勝

市町対抗40歳以上

         県記録   26.37

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   27.98

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 2 長屋　ルミ                    鯖江市          77

ﾅｶﾞﾔ ﾙﾐ                       ｻﾊﾞｴｼ              32.37

  2  1/ 1 深草　幸子                    福井市          77

ﾌｶｸｻ ｻﾁｺ                      ﾌｸｲｼ               34.81

  3  1/ 6 片山　純子                    福井市          73

ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ                    ﾌｸｲｼ               36.07

 1/ 3 斎藤久美子                    勝山市          78

ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 4 新谷　望恵                    勝山市          76

ｱﾗﾀﾆ ﾐｴ                       ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 5 堀内美由紀                    鯖江市          77

ﾎﾘｳﾁ ﾐﾕｷ                      ｻﾊﾞｴｼ           棄権



2022/08/08 10:50:09 SEIKO Swimming Results System

2022年度 県民スポーツ祭                           

市町対抗の部、交流の部                            

福井県営水泳場  

Page    4

種目別競技結果
競技№：   2 女子   50m 自由形 タイム決勝

市町対抗50歳以上

         県記録   26.37

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   27.98

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 8 田附　智栄                    越前市          62

ﾀﾂﾞｹ ﾄﾓｴ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ             37.59

  2  1/ 9 宮下　加代                    坂井市          65

ﾐﾔｼﾀ ｶﾖ                       ｻｶｲｼ               39.56

  3  1/ 7 岡田　裕美                    福井市          63

ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ                      ﾌｸｲｼ               40.93
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種目別競技結果
競技№：   3 女子   50m 自由形 タイム決勝

交流65歳以上

         県記録   26.37

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   27.98

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 5 田辺　久美子                  鯖江市          55

ﾀﾅﾍﾞ ｸﾐｺ                      ｻﾊﾞｴｼ              44.02

 1/ 6 村上千恵子                    勝山市          53

ﾑﾗｶﾐ ﾁｴｺ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：   4 男子   50m 自由形 タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   22.34

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   24.32

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 6 常岡　直矢                    福井市          03

ﾂﾈｵｶ ﾅｵﾔ                      ﾌｸｲｼ               25.33

  2  2/ 5 加賀谷亮介                    越前市          98

ｶｶﾞﾔ ﾘｮｳｽｹ                    ｴﾁｾﾞﾝｼ             28.90

  3  2/ 4 川崎　佑馬                    越前市          97

ｶﾜｻｷ ﾕｳﾏ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ             29.64

 1/ 4 仲野　敦之                    小浜市          02

ﾅｶﾉ ｱﾂﾕｷ                      ｵﾊﾞﾏｼ           棄権

 1/ 5 小猿新太郎                    福井市          02

ｺｻﾞﾙ ｼﾝﾀﾛｳ                    ﾌｸｲｼ            棄権

 2/ 2 竹腰　招人                    敦賀市          98

ﾀｹｺﾞｼ ｱｷﾄ                     ﾂﾙｶﾞｼ           棄権
 2/ 3 森本　翔太                    鯖江市          01

ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀ                     ｻﾊﾞｴｼ           棄権

 2/ 6 田中　虎太郎                  勝山市          98

ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
 2/ 7 新谷　陸                      勝山市          96

ｱﾗﾀﾆ ﾘｸ                       ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 2/ 8 竹内　渓介                    敦賀市          99

ﾀｹｳﾁ ｹｲｽｹ                     ﾂﾙｶﾞｼ           棄権
 2/ 9 定兼　拓永                    鯖江市          99

ｻﾀﾞｶﾈ ﾀｸﾄ                     ｻﾊﾞｴｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：   5 男子   50m 自由形 タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録   22.34

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   24.32

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 2 走阪　峻                      福井市          83

ﾊｼﾘｻｶ ｼｭﾝ                     ﾌｸｲｼ               27.32

  2  1/ 8 高阪　将人                    福井市          83

ｺｳｻｶ ﾏｻﾄ                      ﾌｸｲｼ               28.60

  3  1/ 7 岩城　弘典                    越前市          81

ｲﾜｷ ﾋﾛﾉﾘ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ             29.07

 1/ 3 稲田　和也                    勝山市          89

ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾔ                     ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 4 石塚　貴英                    勝山市          91

ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾃﾞ                   ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 5 牧野　恵祐                    越前市          86

ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ          棄権
 1/ 6 横山　俵太                    鯖江市          86

ﾖｺﾔﾏ ﾋｮｳﾀ                     ｻﾊﾞｴｼ           棄権

 1/ 9 萩野　祐史                    小浜市          87

ﾊｷﾞﾉ ﾕｳｼﾞ                     ｵﾊﾞﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：   6 男子   50m 自由形 タイム決勝

市町対抗40歳以上

         県記録   22.34

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   24.32

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  2/ 8 平崎　憲範                    越前市          78

ﾋﾗｻｷ ﾖｼﾉﾘ                     ｴﾁｾﾞﾝｼ             29.13

  2  2/ 4 出倉祐一郎                    坂井市          77

ﾃﾞｸﾞﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ                  ｻｶｲｼ               29.75

  3  2/ 3 谷口　正隆                    越前市          79

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ                    ｴﾁｾﾞﾝｼ             30.56

 1/ 4 松宮　弘幸                    小浜市          76

ﾏﾂﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ                     ｵﾊﾞﾏｼ           棄権

 1/ 5 高見　尚邦                    福井市          77

ﾀｶﾐ ﾅｵｸﾆ                      ﾌｸｲｼ            棄権

 1/ 6 野口　浩伸                    福井市          72

ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ                    ﾌｸｲｼ            棄権
 2/ 2 江端　一高                    鯖江市          75

ｴﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾀｶ                    ｻﾊﾞｴｼ           棄権

 2/ 5 山岸　孝吏                    敦賀市          78

ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳｼﾞ                    ﾂﾙｶﾞｼ           棄権
 2/ 6 畑田　雄也                    敦賀市          78

ﾊﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ                      ﾂﾙｶﾞｼ           棄権

 2/ 7 酒井　康弘                    勝山市          76

ｻｶｲ ﾔｽﾋﾛ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：   7 男子   50m 自由形 タイム決勝

市町対抗50歳以上

         県記録   22.34

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   24.32

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 6 佐々田和哉                    鯖江市          68

ｻｻﾀﾞ ｶｽﾞﾔ                     ｻﾊﾞｴｼ              29.40

  2  1/ 1 五十川哲幸                    あわら市        38

ｲｿｶﾜ ﾃﾂﾕｷ                     ｱﾜﾗｼ               31.38

  3  1/ 9 高木　亮一                    福井市          63

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｲﾁ                    ﾌｸｲｼ               32.87

  4  1/ 3 金本　卓也                    坂井市          62

ｶﾈﾓﾄ ﾀｸﾔ                      ｻｶｲｼ               34.97

  5  1/ 2 坂井　幸夫                    勝山市          63

ｻｶｲ ﾕｷｵ                       ｶﾂﾔﾏｼ              45.18

 1/ 4 原田　茂幸                    敦賀市          67

ﾊﾗﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ                    ﾂﾙｶﾞｼ           棄権
 1/ 5 大橋　哲也                    鯖江市          71

ｵｵﾊｼ ﾃﾂﾔ                      ｻﾊﾞｴｼ           棄権

 1/ 7 芳村　知洋 敦賀市 66

ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ ﾂﾙｶﾞｼ 棄権
 1/ 8 谷口　肇                      勝山市          65

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ                    ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：   8 男子   50m 自由形 タイム決勝

交流60歳以上

         県記録   22.34

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   24.32

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  2/ 4 高野　洋一                    鯖江市          61

ﾀｶﾉ ﾖｳｲﾁ                      ｻﾊﾞｴｼ              33.83

  2  2/ 6 長谷川圭郎 越前市 58

ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼｵ ｴﾁｾﾞﾝｼ    34.75

  3  1/ 4 渡辺　昭裕 坂井市 61

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ ｻｶｲｼ    45.02

 1/ 6 前田　欣也 福井市 59

ﾏｴﾀﾞ ｷﾝﾔ ﾌｸｲｼ 棄権

 2/ 5 堂後　訓通 越前市 59

ﾄﾞｳｺﾞ ﾉﾘﾕｷ ｴﾁｾﾞﾝｼ 棄権

 2/ 8 小林　達治                    勝山市          61

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｼﾞ                    ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：   8 男子   50m 自由形 タイム決勝

交流65歳以上

         県記録   22.34

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   24.32

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 2/ 2 山本　徳治                    鯖江市          55

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｸﾊﾙ                     ｻﾊﾞｴｼ           棄権

競技№：   8 男子   50m 自由形 タイム決勝

交流70歳以上

         県記録   22.34

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   34.10

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  2/ 7 田中　和己                    鯖江市          48

ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾐ                      ｻﾊﾞｴｼ              36.54

 2/ 9 田村　俊光                    勝山市          52

ﾀﾑﾗ ﾄｼﾐﾂ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：   8 男子   50m 自由形 タイム決勝

交流75歳以上

         県記録   22.34

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   24.32

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 5 前田　忠夫                    鯖江市          47

ﾏｴﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ                     ｻﾊﾞｴｼ              45.79

 2/ 3 岩﨑　忠義 越前市 38

ｲﾜｻｷ ﾀﾀﾞﾖｼ ｴﾁｾﾞﾝｼ 棄権
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種目別競技結果
競技№：   9 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   30.25

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   31.45

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 1/ 1 高岡　好                      福井市          72

ﾀｶｵｶ ｺﾉﾑ                      ﾌｸｲｼ            棄権

 1/ 2 田中美夏子                    勝山市          94

ﾀﾅｶ ﾐｶｺ                       ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 3 芳村　萌々子                  敦賀市          01

ﾖｼﾑﾗ ﾓﾓｺ                      ﾂﾙｶﾞｼ           棄権

 1/ 4 長谷川円香                    勝山市          99

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ                    ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 5 紙谷　麻里                    福井市          93

ｶﾐﾔ ﾏﾘ                        ﾌｸｲｼ            棄権
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種目別競技結果
競技№：   9 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録   30.25

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   31.45

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 1/ 7 村田　邦子                    福井市          81

ﾑﾗﾀ ｸﾆｺ                       ﾌｸｲｼ            棄権

 1/ 8 長谷川　愛                    勝山市          90

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 9 前田　真美                    勝山市          83

ﾏｴﾀﾞ ﾏﾐ                       ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  10 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

市町対抗40歳以上

         県記録   30.25

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   31.45

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 4 片山　純子                    福井市          73

ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ                    ﾌｸｲｼ               46.91

 1/ 2 松山由利恵                    福井市          79

ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｴ                      ﾌｸｲｼ            棄権

 1/ 3 堀内美由紀                    鯖江市          77

ﾎﾘｳﾁ ﾐﾕｷ                      ｻﾊﾞｴｼ           棄権

競技№：  10 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

市町対抗50歳以上

         県記録   30.25

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   31.45

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 6 岡田　裕美                    福井市          63

ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ                      ﾌｸｲｼ               49.30

 1/ 7 井上　桂子                    福井市          67

ｲﾉｳｴ ｹｲｺ                      ﾌｸｲｼ            棄権
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種目別競技結果
競技№：  11 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

交流70歳以上

         県記録   30.25

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   31.45

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 1/ 5 有岡智恵子                    勝山市          47

ｱﾘｵｶ ﾁｴｺ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  12 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   25.76

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   27.66

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 2 小谷　朋範                    福井市          01

ｺﾀﾆ ﾄﾓﾉﾘ                      ﾌｸｲｼ               28.84

  2  1/ 5 森本　健太                    鯖江市          97

ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ                      ｻﾊﾞｴｼ              29.33

  3  1/ 9 村上　弘晃                    福井市          03

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｱｷ                     ﾌｸｲｼ               31.94

  4  1/ 7 林　　尚人                    越前市          92

ﾊﾔｼ ﾅｵﾄ                       ｴﾁｾﾞﾝｼ             40.95

 1/ 1 大島　拓也                    小浜市          02

ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ                      ｵﾊﾞﾏｼ           棄権

 1/ 3 加藤　健太郎                  鯖江市          01

ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ                     ｻﾊﾞｴｼ           棄権
 1/ 4 堀口　蓮                      敦賀市          99

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾚﾝ                      ﾂﾙｶﾞｼ           棄権

 1/ 6 高槻　義朗                    勝山市          97

ﾀｶﾂｷ ｷﾞﾛｳ                     ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
 1/ 8 川崎　佑馬                    越前市          97

ｶﾜｻｷ ﾕｳﾏ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ          棄権
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種目別競技結果
競技№：  13 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録   25.76

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   27.66

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 5 牧野　恵祐                    越前市          86

ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ             43.29

 1/ 4 倉野　貴大                    福井市          76

ｸﾗﾉ ﾀｶﾋﾛ                      ﾌｸｲｼ            棄権

 1/ 6 濱野　真一                    福井市          84

ﾊﾏﾉ ｼﾝｲﾁ                      ﾌｸｲｼ            棄権
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種目別競技結果
競技№：  14 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝

市町対抗40歳以上

         県記録   25.76

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   27.66

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 7 谷口　正隆                    越前市          79

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ                    ｴﾁｾﾞﾝｼ             40.43

  2  1/ 4 内藤　博行                    越前市          78

ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ                     ｴﾁｾﾞﾝｼ             41.75

 1/ 3 高橋　雅人                    鯖江市          75

ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ                      ｻﾊﾞｴｼ           棄権

 1/ 5 松本　勝己                    敦賀市          73

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾐ                      ﾂﾙｶﾞｼ           棄権

 1/ 6 関地　正幸                    敦賀市          75

ｾｷﾁ ﾏｻﾕｷ                      ﾂﾙｶﾞｼ           棄権

 1/ 8 藤田　成司                    福井市          76

ﾌｼﾞﾀ ｾｲｼﾞ                     ﾌｸｲｼ            棄権
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種目別競技結果
競技№：  15 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝

市町対抗50歳以上

         県記録   25.76

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   27.66

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 5 佐々田和哉                    鯖江市          68

ｻｻﾀﾞ ｶｽﾞﾔ                     ｻﾊﾞｴｼ              39.86

 1/ 3 山田　明                      福井市          68

ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ                      ﾌｸｲｼ            棄権

 1/ 4 岩崎　英俊                    敦賀市          72

ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾄｼ                    ﾂﾙｶﾞｼ           棄権

 1/ 6 牧野　清一                    鯖江市          69

ﾏｷﾉ ｷﾖｶｽﾞ                     ｻﾊﾞｴｼ           棄権

 1/ 7 前田　剛男                    福井市          65

ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｵ                      ﾌｸｲｼ            棄権

 1/ 8 大島　洋一                    小浜市          67

ｵｵｼﾏ ﾖｳｲﾁ                     ｵﾊﾞﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  16 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝

交流75歳以上

         県記録   25.76

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   27.66

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 6 前田　忠夫                    鯖江市          47

ﾏｴﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ                     ｻﾊﾞｴｼ            1:12.27

 1/ 5 吉岡　隆太郎 小浜市 42

ﾖｼｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｵﾊﾞﾏｼ 棄権
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種目別競技結果
競技№：  17 女子   50m バタフライ タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   27.37

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   30.06

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 1/ 2 道林　莉花                    勝山市          00

ﾄﾞｳﾊﾞﾔｼ ﾘｶ                    ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 3 齋藤　日和                    勝山市          00

ｻｲﾄｳ ﾋﾖﾘ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  17 女子   50m バタフライ タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録   27.37

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   30.06

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 8 吉田　望                      福井市          91

ﾖｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ                     ﾌｸｲｼ               39.54

 1/ 5 松田　萌子                    勝山市          86

ﾏﾂﾀ ﾓｴｺ                       ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 6 牧野祐美江                    越前市          89

ﾏｷﾉ ﾕﾐｴ                       ｴﾁｾﾞﾝｼ          棄権

 1/ 7 長谷川　愛                    勝山市          90

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  18 女子   50m バタフライ タイム決勝

市町対抗40歳以上

         県記録   27.37

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   30.06

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 3 深草　幸子                    福井市          77

ﾌｶｸｻ ｻﾁｺ                      ﾌｸｲｼ               40.40

 1/ 4 松山由利恵                    福井市          79

ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｴ                      ﾌｸｲｼ            棄権

競技№：  18 女子   50m バタフライ タイム決勝

市町対抗50歳以上

         県記録   27.37

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   30.06

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 1/ 6 上本たか子                    福井市          63

ｳｴﾓﾄ ﾀｶｺ                      ﾌｸｲｼ            棄権
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種目別競技結果
競技№：  19 女子   50m バタフライ タイム決勝

交流65歳以上

         県記録   27.37

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   30.06

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 5 田辺　久美子                  鯖江市          55

ﾀﾅﾍﾞ ｸﾐｺ                      ｻﾊﾞｴｼ              49.71 大会新
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種目別競技結果
競技№：  20 男子   50m バタフライ タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   24.54

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   25.05

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 3 小谷　朋範                    福井市          01

ｺﾀﾆ ﾄﾓﾉﾘ                      ﾌｸｲｼ               26.18

  2  1/ 8 大久保知哉                    福井市          01

ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ                     ﾌｸｲｼ               27.48

  3  1/ 7 山本　亮太                    越前市          94

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ                     ｴﾁｾﾞﾝｼ             31.49

 1/ 2 岩崎　友哉                    小浜市          03

ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ                      ｵﾊﾞﾏｼ           棄権

 1/ 4 長谷川　僚                    勝山市          94

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ                     ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 5 時岡　亘                      敦賀市          00

ﾄｷｵｶ ﾜﾀﾙ                      ﾂﾙｶﾞｼ           棄権
 1/ 6 森本　翔太                    鯖江市          01

ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀ                     ｻﾊﾞｴｼ           棄権

 1/ 9 出口　雅嗣                    小浜市          93

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻｼ                     ｵﾊﾞﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  21 男子   50m バタフライ タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録   24.54

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   25.05

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 5 野坂　祐介                    越前市          92

ﾉｻｶ ﾕｳｽｹ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ             27.61

  2  1/ 9 高阪　将人                    福井市          83

ｺｳｻｶ ﾏｻﾄ                      ﾌｸｲｼ               29.30

  3  1/ 4 牧野　恵祐                    越前市          86

ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ             30.53

 1/ 1 森　　希竜                    福井市          87

ﾓﾘ ｷﾘｭｳ                       ﾌｸｲｼ            棄権

 1/ 2 稲田　和也                    勝山市          89

ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾔ                     ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 3 横山　俵太                    鯖江市          86

ﾖｺﾔﾏ ﾋｮｳﾀ                     ｻﾊﾞｴｼ           棄権
 1/ 6 山崎　勇輔                    鯖江市          83

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｽｹ                    ｻﾊﾞｴｼ           棄権

 1/ 7 藤原　康平                    敦賀市          88

ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ                    ﾂﾙｶﾞｼ           棄権
 1/ 8 平泉　隆博                    勝山市          90

ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ                   ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  22 男子   50m バタフライ タイム決勝

市町対抗40歳以上

         県記録   24.54

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   25.05

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 8 小中　亮一                    越前市          73

ｺﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ                     ｴﾁｾﾞﾝｼ             31.63

  2  1/ 5 石丸　尚平 池田町 75

ｲｼﾏﾙ ｼｮｳﾍｲ ｲｹﾀﾞﾁｮｳ    32.34

  3  1/ 3 江端　一高                    鯖江市          75

ｴﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾀｶ                    ｻﾊﾞｴｼ              35.45

  4  1/ 2 内藤　博行                    越前市          78

ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ                     ｴﾁｾﾞﾝｼ             42.31

  5  1/ 9 山本　圭助                    福井市          76

ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ                     ﾌｸｲｼ               43.48

 1/ 1 塩田有規知                    福井市          81

ｼｵﾀ ﾕｳｷﾁ                      ﾌｸｲｼ            棄権
 1/ 4 酒井　康弘                    勝山市          76

ｻｶｲ ﾔｽﾋﾛ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 6 山岸　孝吏                    敦賀市          78

ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳｼﾞ                    ﾂﾙｶﾞｼ           棄権
 1/ 7 畑田　雄也                    敦賀市          78

ﾊﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ                      ﾂﾙｶﾞｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  23 男子   50m バタフライ タイム決勝

市町対抗50歳以上

         県記録   24.54

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   25.05

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 2 前田　幸男                    福井市          66

ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｵ                      ﾌｸｲｼ               33.12

  2  1/ 4 笠原　盛一                    鯖江市          68

ｶｻﾊﾗ ｾｲｲﾁ                     ｻﾊﾞｴｼ              34.17

  3  1/ 8 高木　亮一                    福井市          63

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｲﾁ                    ﾌｸｲｼ               34.39

  4  1/ 9 森　　英樹                    大野市          69

ﾓﾘ ﾋﾛｷ                        ｵｵﾉｼ               37.80

  5  1/ 7 金本　卓也                    坂井市          62

ｶﾈﾓﾄ ﾀｸﾔ                      ｻｶｲｼ               38.06

  6  1/ 1 五十川哲幸                    あわら市        38

ｲｿｶﾜ ﾃﾂﾕｷ                     ｱﾜﾗｼ               40.29
 1/ 3 安川　史也                    勝山市          67

ﾔｽｶﾜ ﾌﾐﾔ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 5 大橋　哲也                    鯖江市          71

ｵｵﾊｼ ﾃﾂﾔ                      ｻﾊﾞｴｼ           棄権
 1/ 6 原田　茂幸                    敦賀市          67

ﾊﾗﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ                    ﾂﾙｶﾞｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  24 男子   50m バタフライ タイム決勝

交流60歳以上

         県記録   24.54

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   25.05

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 6 長谷川圭郎 越前市 58

ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼｵ ｴﾁｾﾞﾝｼ    43.34

  2  1/ 7 渡辺　昭裕 坂井市 61

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ ｻｶｲｼ  1:05.98

 1/ 5 堂後　訓通 越前市 59

ﾄﾞｳｺﾞ ﾉﾘﾕｷ ｴﾁｾﾞﾝｼ 棄権

競技№：  24 男子   50m バタフライ タイム決勝

交流75歳以上

         県記録   24.54

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   51.70

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 1/ 4 岩﨑　忠義 越前市 38

ｲﾜｻｷ ﾀﾀﾞﾖｼ ｴﾁｾﾞﾝｼ 棄権
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種目別競技結果
競技№：  25 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   32.59

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   36.34

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 1/ 2 田中木乃実                    勝山市          96

ﾀﾅｶ ｺﾉﾐ                       ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 3 新谷　水萌                    勝山市          98

ｱﾗﾀﾆ ﾐﾅﾓ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  25 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録   32.59

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   36.34

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 6 長谷川仁美                    坂井市          90

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ                     ｻｶｲｼ               40.39

  2  1/ 8 吉田　望                      福井市          91

ﾖｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ                     ﾌｸｲｼ               46.57

 1/ 5 前田　真美                    勝山市          83

ﾏｴﾀﾞ ﾏﾐ                       ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 7 椿山　舞衣                    勝山市          84

ﾂﾊﾞｷﾔﾏ ﾏｲ                     ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  26 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝

市町対抗40歳以上

         県記録   32.59

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   36.34

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 3 長屋　ルミ                    鯖江市          77

ﾅｶﾞﾔ ﾙﾐ                       ｻﾊﾞｴｼ              44.06

  2  1/ 4 小山奈留美                    勝山市          72

ｺﾔﾏ ﾅﾙﾐ                       ｶﾂﾔﾏｼ              54.79

 1/ 2 堀江　友紀                    福井市          73

ﾎﾘｴ ﾕｷ                        ﾌｸｲｼ            棄権
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種目別競技結果
競技№：  26 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝

市町対抗50歳以上

         県記録   32.59

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   36.34

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 9 南居　光枝                    大野市          53

ﾅﾝｲ ﾐﾂｴ                       ｵｵﾉｼ               50.22

  2  1/ 7 宮下　加代                    坂井市          65

ﾐﾔｼﾀ ｶﾖ                       ｻｶｲｼ               50.27

 1/ 6 野路　朱美                    福井市          71

ﾉｼﾞ ｱｹﾐ                       ﾌｸｲｼ            棄権

 1/ 8 浅井　純子                    福井市          65

ｱｻｲ ｼﾞｭﾝｺ                     ﾌｸｲｼ            棄権
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種目別競技結果
競技№：  27 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝

交流65歳以上

         県記録   32.59

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   36.34

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 5 田中ひふみ 勝山市 55

ﾀﾅｶ ﾋﾌﾐ ｶﾂﾔﾏｼ  1:05.97



2022/08/08 10:50:11 SEIKO Swimming Results System

2022年度 県民スポーツ祭                           

市町対抗の部、交流の部                            

福井県営水泳場  

Page   36

種目別競技結果
競技№：  28 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   28.74

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   30.08

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 5 加賀谷亮介                    越前市          98

ｶｶﾞﾔ ﾘｮｳｽｹ                    ｴﾁｾﾞﾝｼ             36.46

  2  1/ 7 加藤　将馬                    越前市          95

ｶﾄｳ ｼｮｳﾏ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ             39.89

 1/ 3 鍋島　康輔                    小浜市          93

ﾅﾍﾞｼﾏ ｺｳｽｹ                    ｵﾊﾞﾏｼ           棄権

 1/ 4 竹内　渓介                    敦賀市          99

ﾀｹｳﾁ ｹｲｽｹ                     ﾂﾙｶﾞｼ           棄権

 1/ 6 成松　竜澄                    敦賀市          03

ﾅﾘﾏﾂ ﾘｭｳﾄ                     ﾂﾙｶﾞｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  29 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録   28.74

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   30.08

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 1/ 1 浜田　洋彰                    小浜市          83

ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ                     ｵﾊﾞﾏｼ           棄権

 1/ 2 森　　希竜                    福井市          87

ﾓﾘ ｷﾘｭｳ                       ﾌｸｲｼ            棄権

 1/ 3 平泉　隆博                    勝山市          90

ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ                   ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 4 藤原　康平                    敦賀市          88

ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ                    ﾂﾙｶﾞｼ           棄権

 1/ 5 山崎　勇輔                    鯖江市          83

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｽｹ                    ｻﾊﾞｴｼ           棄権

 1/ 6 吉田　鑑                      越前市          86

ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ          棄権
 1/ 7 綿江　純一                    越前市          88

ﾜﾀｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ                    ｴﾁｾﾞﾝｼ          棄権

 1/ 8 石塚　貴英                    勝山市          91

ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾃﾞ                   ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
 1/ 9 河渕　貴文                    小浜市          86

ｶﾜﾌﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ                    ｵﾊﾞﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  30 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

市町対抗40歳以上

         県記録   28.74

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   30.08

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 9 福島　正輝                    福井市          77

ﾌｸｼﾏ ﾏｻｷ                      ﾌｸｲｼ               35.31

  2  1/ 4 小中　亮一                    越前市          73

ｺﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ                     ｴﾁｾﾞﾝｼ             37.74

  3  1/ 6 石丸　尚平 池田町 75

ｲｼﾏﾙ ｼｮｳﾍｲ ｲｹﾀﾞﾁｮｳ    37.83

  4  1/ 5 出倉祐一郎                    坂井市          77

ﾃﾞｸﾞﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ                  ｻｶｲｼ               37.96

  5  1/ 2 山本　圭助                    福井市          76

ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ                     ﾌｸｲｼ               46.40

  6  1/ 8 古田　直也                    越前市          74

ﾌﾙﾀ ﾅｵﾔ                       ｴﾁｾﾞﾝｼ             46.47
 1/ 1 小川　秀樹                    小浜市          74

ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ                     ｵﾊﾞﾏｼ           棄権

 1/ 3 高橋　雅人                    鯖江市          75

ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ                      ｻﾊﾞｴｼ           棄権
 1/ 7 江南　智司                    敦賀市          82

ｴﾅﾐ ｻﾄｼ                       ﾂﾙｶﾞｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  31 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

市町対抗50歳以上

         県記録   28.74

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   30.08

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 2 森　　英樹                    大野市          69

ﾓﾘ ﾋﾛｷ                        ｵｵﾉｼ               37.88

  2  1/ 3 南部　利一                    福井市          66

ﾅﾝﾌﾞ ﾄｼｶｽﾞ                    ﾌｸｲｼ               38.73

  3  1/ 6 笠原　盛一                    鯖江市          68

ｶｻﾊﾗ ｾｲｲﾁ                     ｻﾊﾞｴｼ              42.27

  4  1/ 9 久保　幸広                    大野市          59

ｸﾎﾞ ﾕｷﾋﾛ                      ｵｵﾉｼ               43.32

  5  1/ 4 滝内　真一                    越前市          69

ﾀｷｳﾁ ｼﾝｲﾁ                     ｴﾁｾﾞﾝｼ             43.60

  6  1/ 7 寺前　章                      越前市          63

ﾃﾗﾏｴ ｱｷﾗ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ             45.36
 1/ 5 岩崎　英俊                    敦賀市          72

ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾄｼ                    ﾂﾙｶﾞｼ           棄権

 1/ 8 清水　雅彦                    小浜市          68

ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋｺ                     ｵﾊﾞﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  32 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

交流60歳以上

         県記録   28.74

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   30.08

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 5 高野　洋一                    鯖江市          61

ﾀｶﾉ ﾖｳｲﾁ                      ｻﾊﾞｴｼ              41.55 大会新

 1/ 3 中川　浩美 福井市 60

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ ﾌｸｲｼ 棄権

 1/ 4 小林　達治                    勝山市          61

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｼﾞ                    ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

競技№：  32 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

交流65歳以上

         県記録   28.74

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   41.91

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 6 桶谷　　満 越前市 54

ｵｹﾀﾆﾐﾂﾙ ｴﾁｾﾞﾝｼ    46.49
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種目別競技結果
競技№：  32 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

交流70歳以上

         県記録   28.74

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   30.08

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 1/ 7 田村　俊光                    勝山市          52

ﾀﾑﾗ ﾄｼﾐﾂ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  33 女子  200m リレー タイム決勝

市町対抗一般

         県記録 1:48.38

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:58.61

順位 組/水 加盟 チーム名 (ヨミガナ      ) (第１泳者) 記録

 1/ 4 福  井 勝山市 棄権

競技№：  33 女子  200m リレー タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録 1:48.38

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:58.61

順位 組/水 加盟 チーム名 (ヨミガナ      ) (第１泳者) 記録

 1/ 6 福  井 勝山市 棄権



2022/08/08 10:50:11 SEIKO Swimming Results System

2022年度 県民スポーツ祭                           

市町対抗の部、交流の部                            

福井県営水泳場  

Page   43

種目別競技結果
競技№：  35 男子  400m リレー タイム決勝

市町対抗一般

         県記録 3:32.65

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 3:36.65

順位 組/水 加盟 チーム名 (ヨミガナ      ) (第１泳者) 記録

100m

  1  1/ 4 福  井 鯖江市 (ｻﾊﾞｴｼ )  1:01.63  4:33.19
  1:01.63   1:01.63
  1:18.36   2:19.99
  1:10.57   3:30.56
  1:02.63   4:33.19

 1 高間　優輝                    ﾀｶﾏ ﾕｳｷ                       

 2 笠原　盛一                    ｶｻﾊﾗ ｾｲｲﾁ                     

 3 佐々田和哉                    ｻｻﾀﾞ ｶｽﾞﾔ                     

 4 森本　健太                    ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ                      

  2  1/ 7 福  井 越前市 (ｴﾁｾﾞﾝｼ )  1:01.72  4:45.35
  1:01.72   1:01.72
  1:22.68   2:24.40
  1:10.98   3:35.38
  1:09.97   4:45.35

 1 林　　尚人                    ﾊﾔｼ ﾅｵﾄ                       

 2 加藤　将馬                    ｶﾄｳ ｼｮｳﾏ                      

 3 加賀谷亮介                    ｶｶﾞﾔ ﾘｮｳｽｹ                    

 4 川崎　佑馬                    ｶﾜｻｷ ﾕｳﾏ                      

 1/ 5 福  井 勝山市 棄権

 1/ 6 福  井 敦賀市 棄権
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種目別競技結果
競技№：  36 男子  200m リレー タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録 1:34.70

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:45.70

順位 組/水 加盟 チーム名 (ヨミガナ      ) (第１泳者) 記録

  1  1/ 6 福  井 越前市 (ｴﾁｾﾞﾝｼ )  1:57.09
 1 野坂　祐介                    ﾉｻｶ ﾕｳｽｹ                      

 2 小中　亮一                    ｺﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ                     

 3 内藤　博行                    ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ                     

 4 牧野　恵祐                    ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ                      

 1/ 4 福  井 鯖江市 棄権

 1/ 5 福  井 敦賀市 棄権

 1/ 7 福  井 勝山市 棄権



2022/08/08 10:50:12 SEIKO Swimming Results System

2022年度 県民スポーツ祭                           

市町対抗の部、交流の部                            

福井県営水泳場  

Page   45

種目別競技結果
競技№：  37 女子  200m メドレーリレー タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録 2:07.38

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 2:12.45

順位 組/水 加盟 チーム名 (ヨミガナ      ) (第１泳者) 記録

 1/ 3 福  井 勝山市 棄権
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種目別競技結果
競技№：  38 男子  200m メドレーリレー タイム決勝

市町対抗30歳以上

         県記録 1:48.65

     

(ｸﾗｽ)  大会記録

順位 組/水 加盟 チーム名 (ヨミガナ      ) (第１泳者) 記録

  1  1/ 7 福  井 越前市 (ｴﾁｾﾞﾝｼ )  2:18.74
 1 牧野　恵祐                    ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ                      

 2 小中　亮一                    ｺﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ                     

 3 野坂　祐介                    ﾉｻｶ ﾕｳｽｹ                      

 4 内藤　博行                    ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ                     

 1/ 5 福  井 勝山市 棄権

 1/ 6 福  井 敦賀市 棄権

 1/ 8 福  井 鯖江市 棄権
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種目別競技結果
競技№：  39 女子  100m 自由形 タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   57.18

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:01.13

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 1/ 1 田中美夏子                    勝山市          94

ﾀﾅｶ ﾐｶｺ                       ｶﾂﾔﾏｼ           棄権



2022/08/08 10:50:12 SEIKO Swimming Results System

2022年度 県民スポーツ祭                           

市町対抗の部、交流の部                            

福井県営水泳場  

Page   48

種目別競技結果
競技№：  40 男子  100m 自由形 タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   50.84

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   52.95

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 2 小林　勇斗                    福井市          03

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ                     ﾌｸｲｼ               55.86

  2  1/ 9 村上　弘晃                    福井市          03

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｱｷ                     ﾌｸｲｼ               56.11

  3  1/ 5 森本　健太                    鯖江市          97

ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ                      ｻﾊﾞｴｼ            1:00.69

  4  1/ 8 山本　亮太                    越前市          94

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ                     ｴﾁｾﾞﾝｼ           1:07.59

 1/ 3 新谷　陸                      勝山市          96

ｱﾗﾀﾆ ﾘｸ                       ｶﾂﾔﾏｼ           棄権

 1/ 4 山北　雅也                    越前市          98

ﾔﾏｷﾀ ﾏｻﾔ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ          棄権

 1/ 6 加藤　健太郎                  鯖江市          01

ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ                     ｻﾊﾞｴｼ           棄権

 1/ 7 田中　虎太郎                  勝山市          98

ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ                      ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  42 男子  200m 個人メドレー タイム決勝

市町対抗一般

         県記録 2:05.31

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 2:10.87

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

100m

  1  1/ 7 常岡　直矢                    福井市          03

ﾂﾈｵｶ ﾅｵﾔ                      ﾌｸｲｼ             2:17.66

  1:03.66

  2  1/ 4 田中　聖一                    福井市          01

ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁ                      ﾌｸｲｼ             2:35.07

  1:06.90

  3  1/ 5 高間　優輝                    鯖江市          97

ﾀｶﾏ ﾕｳｷ                       ｻﾊﾞｴｼ            2:37.87

  1:13.78

  4  1/ 6 林　　尚人                    越前市          92

ﾊﾔｼ ﾅｵﾄ                       ｴﾁｾﾞﾝｼ           2:38.24

  1:19.08

 1/ 3 岩崎　友哉                    小浜市          03

ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ                      ｵﾊﾞﾏｼ           棄権

 1/ 8 仲野　敦之                    小浜市          02

ﾅｶﾉ ｱﾂﾕｷ                      ｵﾊﾞﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  43 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝

市町対抗一般

         県記録 1:04.49

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:08.90

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

 1/ 2 長谷川円香                    勝山市          99

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ                    ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  44 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   54.79

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   59.36

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 8 倉橋　宙史                    福井市          03

ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ                     ﾌｸｲｼ             1:08.20

 1/ 4 大島　拓也                    小浜市          02

ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ                      ｵﾊﾞﾏｼ           棄権

 1/ 5 堀口　蓮                      敦賀市          99

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾚﾝ                      ﾂﾙｶﾞｼ           棄権

 1/ 6 定兼　拓永                    鯖江市          99

ｻﾀﾞｶﾈ ﾀｸﾄ                     ｻﾊﾞｴｼ           棄権

 1/ 7 高槻　義朗                    勝山市          97

ﾀｶﾂｷ ｷﾞﾛｳ                     ｶﾂﾔﾏｼ           棄権
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種目別競技結果
競技№：  46 男子  100m バタフライ タイム決勝

市町対抗一般

         県記録   53.90

     

(ｸﾗｽ)  大会記録   55.82

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 生年 記録

  1  1/ 5 野坂　祐介                    越前市          92

ﾉｻｶ ﾕｳｽｹ                      ｴﾁｾﾞﾝｼ           1:02.77

 1/ 6 時岡　亘                      敦賀市          00

ﾄｷｵｶ ﾜﾀﾙ                      ﾂﾙｶﾞｼ           棄権


