
１７日 10時00分 13時00分 ●…大会新
天候 雨 曇り ◎…県　新

会期　平成２１年５月１７日(日) 審判長 山　田　啓　治 室温 28.0℃ 28.0℃ ▼…県高新
会場　山口市小郡屋内プール（公認２５ｍ×７コース） 記録主任 山　﨑　啓　道 水温 28.0℃ 28.0℃

種目 距離
黒岩　優太 24.96 永山　暁啓 25.48 鳴坂　侑祐 25.71 小原井学人 25.72 村川　真也 26.50 和田　有真 26.59 梅木　貴浩 26.77 今村　雄太 26.82
下関市 高3 宇部市 大4 山口市 大2 光　市 高2 岩国市 高3 山口市 中2 岩国市 中3 山口市 高3
黒岩　優太 54.25 永山　暁啓 54.89 沖津　昂也 56.96 村川　真也 57.77 原田　智志 58.11 太田　良樹 58.46 梅木　貴浩 58.88 内山　智貴 59.01
下関市 高3 宇部市 大4 宇部市 大2 岩国市 高3 山口市 高2 山口市 高1 岩国市 中3 下関市 中3
清水　翔太 2:00.91 沖津　昂也 2:02.04 原田　智志 2:02.90 和田　有真 2:05.22 山本　啓五 2:05.45 内山　智貴 2:06.85 弓山　剛輝 2:08.86 岩崎　一馬 2:11.15
山口市 高2 宇部市 大2 山口市 高2 山口市 中2 山口市 中3 下関市 中3 山口市 大2 岩国市 高2
清水　貴大 4:23.03 清水　翔太 4:23.82 密山　　峰 4:35.28 弓山　剛輝 4:35.63 藤村　大樹 4:46.87 道源　和希 4:51.04 藤村　和正 4:54.30
山口市 高2 山口市 高2 岩国市 高3 山口市 大2 美祢市 高1 周南市 中2 美祢市 中2
清水　貴大 16:03.40 末田　洋平 17:36.46 密山　　峰 18:37.73

山口市 高2　▼ 下関市 高1 岩国市 高3
冨田　照光 32.70 藤本　優和 33.24 中附　猛倫 33.28 岡田　康寛 34.65 田中　将稔 35.03 西村　亮汰 36.73 福井　勇仁 40.13 田原　一帆 41.04
周南市 岩国市 岩国市 高3 柳井市 中3 下関市 高1 美祢市 中3 周南市 高3 防府市 中2
内山　貴裕 1:02.41 松村　淳史 1:03.17 奥村　素生 1:05.41 橋本　直樹 1:06.25 貞光遼太郎 1:08.58 永田　直士 1:10.01 岡林　　諒 1:10.70 田中　孝幸 1:11.29
下関市 高3 周南市 下関市 中3 下関市 中3 光　市 高1 大島郡 高2 大島郡 高3 周南市
内山　貴裕 2:16.08 中村　夏希 2:16.85 松村　淳史 2:17.02 奥村　素生 2:22.40 橋本　直樹 2:23.33 貞光遼太郎 2:24.89 永田　直士 2:30.30 岡林　　諒 2:32.02
下関市 高3 山口市 高3 周南市 下関市 中3 下関市 中3 光　市 高1 大島郡 高2 大島郡 高3
清崎　恵佑 32.81 篠田　佑也 34.70 山田　哲也 36.30 山本　芳昭 36.34 林　　　敏 36.38 柏本　将孝 37.12 松元　大地 40.38 嶋谷　和哉 40.43
宇部市 防府市 高1 大島郡 高3 周南市 周南市 岩国市 中2 大島郡 中3 防府市 中2
林　　純平 1:04.72 大林　稜典 1:06.24 正司　　大 1:07.19 小原井学人 1:07.54 清崎　恵佑 1:09.14 原田　一輝 1:09.32 渡辺　英孝 1:09.97 高菅　　徹 1:11.45
山口市 大1　● 下関市 高2 山口市 高2 光　市 高2 宇部市 大島郡 高3 周南市 周南市
林　　純平 2:14.77 大林　稜典 2:19.81 正司　　大 2:28.01 山根　拓也 2:28.80 原田　一輝 2:29.73 渡邉　直之 2:33.67 中市　恭平 2:34.24 中　俊一朗 2:36.20
山口市 大1　● 下関市 高2 山口市 高2 山口市 高1 大島郡 高3 周南市 高3 山口市 中3 周南市 中2
渡邉　直之 27.77 永田　啓人 28.97 田中　雄太 29.06 田中　康裕 29.75 金平　拓真 30.29 松浦　周介 31.10 高木　俊哉 31.26 久保田航太 31.75
周南市 高3 大島郡 高3 下関市 高3 宇部市 中3 大島郡 中2 宇部市 中3 岩国市 中2 岩国市 中3
浴野　秀星 58.21 末田　充生 58.69 伊藤　北斗 58.94 今村　雄太 59.67 横山　怜音 1:01.37 田中　雄太 1:02.37 鳴坂　侑祐 1:03.00 田中　康裕 1:04.47
山口市 高1 下関市 高2 山口市 大2 山口市 高3 岩国市 中2 下関市 高3 山口市 大2 宇部市 中3
末田　充生 2:09.90 浴野　秀星 2:13.95 横山　怜音 2:14.35 河村　真二 2:17.53 山崎　文義 2:29.24 金平　拓真 2:49.09
下関市 高2　● 山口市 高1 岩国市 中2 山口市 大4 下関市 中3 大島郡 中2
山根　佳祐 2:07.88 山根　拓也 2:12.86 中村　夏希 2:13.56 大井　崇弘 2:15.12 原　　絃貴 2:18.77 廣石　拓弥 2:22.02 永田　啓人 2:28.90 吉田　　尚 2:31.37
山口市 高3 山口市 高1 山口市 高3 下関市 高3 岩国市 高1 光　市 高1 大島郡 高3 山陽小野田市 中3
山根　佳祐 4:41.04 大井　崇弘 4:47.32 原　　絃貴 4:55.11 廣石　拓弥 5:04.49 田邊　　真 5:05.16
山口市 高3 下関市 高3 岩国市 高1 光　市 高1 山口市 大2
山口市 3:48.79 岩国市 3:55.44 周南市 3:57.32 光　市 4:04.90 大島郡 4:08.07 美祢市 4:19.26 柳井市 4:27.04 防府市 4:50.63
山根　佳祐 高3 村川　真也 高3 福重　浩太 中1 小原井学人 高2 永田　直士 高2 藤村　大樹 高1 松尾　海知 中1 吉武　　翼 中3

一泳 54.28 一泳 57.72 一泳 59.73 一泳 56.44 一泳  1:03.71 一泳 59.59 一泳  1:07.84 一泳  1:10.66
林　　純平 大1 藤本　優和 是枝　　衛 中1 貞光遼太郎 高1 岡林　　諒 高3 藤村　和正 中2 三浦　拓海 中2 岡本健太郎 中3
清水　翔太 高2 梅木　貴浩 中3 道源　和希 中2 山村　雄亮 高1 永田　啓人 高3 山下　拓冬 中3 岡田　康寛 中3 嘉藤　樹生 中2
清水　貴大 高2 岩崎　一馬 高2 渡邉　直之 高3 廣石　拓弥 高1 原田　一輝 高3 藤本　　空 中3 高瀬　佑也 中3 野稲　文太 中3
山口市 ▼ 8:06.08 周南市 8:31.05 岩国市 8:41.36 大島郡 9:17.89
山根　佳祐 高3● 福重　浩太 中1 沖中　一晴 中3 山田　哲也 高3

一泳  1:56.38 一泳  2:08.28 一泳  2:11.57 一泳  2:21.48
原田　智志 高2 松村　淳史 原　　絃貴 高1 永田　啓人 高3
清水　翔太 高2 是枝　　衛 中1 横山　怜音 中2 永田　直士 高2
清水　貴大 高2 古谷　陵太 中1 密山　　峰 高3 岡林　　諒 高3
山口市 4:02.87 岩国市 4:18.28 周南市 4:20.40 光　市 4:20.65 大島郡 4:30.02 柳井市 5:05.42 防府市 5:26.84
山根　佳祐 高3 村川　真也 高3 松村　淳史 貞光遼太郎 高1 永田　直士 高2 岡田　康寛 中3 齊藤　拓弥 高1

一泳 59.75 一泳  1:05.07 一泳  1:05.37 一泳  1:07.32 一泳  1:11.55 一泳  1:14.56 一泳  1:20.27
林　　純平 大1 原　　絃貴 高1 中　俊一朗 中2 小原井学人 高2 原田　一輝 高3 高瀬　佑也 中3 上田　晋輔 中3
浴野　秀星 高1 横山　怜音 中2 渡邉　直之 高3 廣石　拓弥 高1 永田　啓人 高3 三浦　拓海 中2 吉武　　翼 中3
中村　夏希 高3 梅木　貴浩 中3 道源　祐希 高2 山村　雄亮 高1 岡林　　諒 高3 松尾　海知 中1 福田　修一 中3
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第５７回山口県郡市対抗水泳競技大会　兼　第６１回中国五県対抗水泳競技大会兼選手選考会
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１７日 10時00分 13時00分 ●…大会新
天候 雨 曇り ◎…県　新

審判長 室温 28.0℃ 28.0℃ ▼…県高新
記録主任 水温 28.0℃ 28.0℃

種目 距離
橋本　優希 27.63 梅田　知美 27.93 國廣　紀子 28.49 岡本　佳奈 28.90 高田　麻耶 28.92 藤山裕里加 29.27 磯辺　如月 29.67 波木美紀子 29.80
周南市 高1 防府市 高1 萩　市 中3 山口市 高2 防府市 中2 周南市 中2 下関市 高1 宇部市 中3
橋本　優希 59.31 梅田　知美 59.94 國廣　紀子 1:00.92 高田　麻耶 1:01.62 岡本　佳奈 1:01.91 吉村ひかる 1:03.16 住吉　穂波 1:03.99 波木美紀子 1:04.82
周南市 高1　● 防府市 高1 萩　市 中3 防府市 中2 山口市 高2 防府市 中3 岩国市 高3 宇部市 中3
古城　裕美 2:11.08 香月　　望 2:12.58 三浦　志穂 2:14.62 安田　彬乃 2:16.25 住吉　穂波 2:17.16 吉村ひかる 2:18.99 山本　結加 2:24.59 田中初佳夏 2:34.19
周南市 中3 下関市 高2 周南市 高1 防府市 高1 岩国市 高3 防府市 中3 岩国市 高1 柳井市 中3
中塚　千尋 4:22.05 香月　　望 4:33.29 大塚　洋乃 4:41.24 安田　彬乃 4:43.14 三浦　志穂 4:49.60 山本　結加 5:04.87 古賀　祥子 5:11.97
山口市 高1　● 下関市 高2 下関市 大3 防府市 高1 周南市 高1 岩国市 高1 岩国市 高2
桑幡　真弓 8:55.76 大塚　洋乃 9:25.16
周南市 中2 下関市 大3
古賀　祥子 38.02 吉村　典子 38.32 三笠　由貴 39.07 天上　睦月 39.67
岩国市 高2 柳井市 中3 光　市 中2 美祢市 中2
山下　安輝 1:03.19 徳本　美菜 1:05.64 林　まどか 1:07.25 柴川　葉月 1:08.30 井上　綾香 1:12.25 藤井　麻由 1:14.21 田渕　里奈 1:18.11 吉村　典子 1:23.13
下関市 高1　▼ 周南市 中2 山口市 中3 宇部市 中2 周南市 中2 光　市 高1 岩国市 高1 柳井市 中3
山下　安輝 2:13.98 徳本　美菜 2:18.83 林　まどか 2:21.09 柴川　葉月 2:25.00 藤井　麻由 2:39.57
下関市 高1　▼ 周南市 中2 山口市 中3 宇部市 中2 光　市 高1
田中　芹奈 37.92 田中　朋香 38.00 島田　菜桜 38.21 阿川ひとみ 38.68 長谷　　優 39.05 原田　奏恵 39.51 羽嶋　優貴 40.25 大東みのり 40.98
岩国市 中2 下関市 中3 下関市 中3 美祢市 中2 防府市 中3 山口市 中2 周南市 柳井市 中3
福田まりあ 1:14.90 森　　尚美 1:16.06 児玉　優衣 1:16.81 松冨　七海 1:18.37 島田　菜桜 1:21.94 阿川ひとみ 1:22.34 田中　朋香 1:22.70 田中　芹奈 1:22.86
周南市 中3 山口市 大4 下関市 高3 周南市 中2 下関市 中3 美祢市 中2 下関市 中3 岩国市 中2
福田まりあ 2:36.84 児玉　優衣 2:42.75 松冨　七海 2:49.13
周南市 中3 下関市 高3 周南市 中2
伊藤　玲奈 34.45 村川　加奈 35.56
大島郡 中2 岩国市 中3
古城　裕美 1:04.63 伊藤　杏奈 1:06.14 田中美優夏 1:06.37 安田　淑乃 1:07.15 河村　美枝 1:09.05 葛神　優希 1:12.69 伊藤　玲奈 1:15.93 磯辺　　楓 1:16.29
周南市 中3 周南市 中2 山口市 高2 防府市 中2 周南市 中2 山陽小野田市 中1 大島郡 中2 下関市 中2
伊藤　杏奈 2:21.53 田中美優夏 2:22.27 安田　淑乃 2:23.09 河村　美枝 2:26.44 古城　愛美 2:30.53 葛神　優希 2:41.15 粟座　夏美 2:45.42 磯辺　　楓 2:46.96
周南市 中2 山口市 高2 防府市 中2 周南市 中2 周南市 高3 山陽小野田市 中1 宇部市 中3 下関市 中2
桑幡　真弓 2:20.53 藤井　杏菜 2:27.47 藤山裕里加 2:28.19 玉林　恵実 2:29.66 藤井　　遥 2:34.25 伊藤　由佳 2:37.59 芦村　梨紗 2:41.61 小泉　桃子 2:41.82
周南市 中2　● 周南市 中3 周南市 中2 下関市 高1 周南市 中2 光　市 高3 岩国市 高1 下関市 大4
中塚　千尋 4:55.68 藤井　杏菜 5:12.65 藤井　　遥 5:13.31 玉林　恵実 5:15.86 伊藤　由佳 5:29.85
山口市 高1 周南市 中3 周南市 中2 下関市 高1 光　市 高3
周南市● 4:05.85 防府市● 4:08.70 山口市● 4:08.87 岩国市 4:27.63 大島郡 4:41.17 光　市 4:42.56 柳井市 4:57.64
桑幡　真弓 中2 梅田　知美 高1 中塚　千尋 高1 住吉　穂波 高3 村上　莉菜 中3 山村　望月 高2 田中初佳夏 中3

一泳  1:00.79 一泳  1:01.53 一泳  1:00.39 一泳  1:04.51 一泳  1:06.48 一泳  1:10.13 一泳  1:11.96
徳本　美菜 中2 高田　麻耶 中2 岡本　佳奈 高2 村川　加奈 中3 伊藤　玲奈 中2 藤井　麻由 高1 吉村　典子 中3
藤井　　遥 中2 吉村ひかる 中3 林　まどか 中3 田渕　里奈 高1 高木　夏美 中1 山本　伊代 高2 中村　瑠美 中3
橋本　優希 高1 安田　彬乃 高1 田中美優夏 高2 山本　結加 高1 清水　智代 中1 伊藤　由佳 高3 大東みのり 中3
周南市◎ 8:40.31 山口市◎ 8:53.22 岩国市▼ 9:36.97 大島郡 10:11.67

桑幡　真弓 中2 中塚　千尋 高1● 住吉　穂波 高3 村上　莉菜 中3
一泳  2:07.77 一泳  2:06.52 一泳  2:19.79 一泳  2:24.28

藤井　杏菜 中3 岡本　佳奈 高2 古賀　祥子 高2 伊藤　玲奈 中2
藤井　凜茄 中1 林　まどか 中3 山本　結加 高1 高木　夏美 中1
橋本　優希 高1 田中美優夏 高2 芦村　梨紗 高1 清水　智代 中1
周南市● 4:26.85 山口市 4:34.49 岩国市 5:02.20 大島郡 5:13.71 光　市 5:15.68 柳井市 5:36.65
徳本　美菜 中2 林　まどか 中3 田渕　里奈 高1 高木　夏美 中1 藤井　麻由 高1 吉村　典子 中3

一泳  1:05.66 一泳  1:08.86 一泳  1:18.59 一泳  1:20.40 一泳  1:15.34 一泳  1:23.22 

福田まりあ 中3 中塚　千尋 高1 田中　芹奈 中2 伊藤　玲奈 中2 舛岡真奈美 中2 中村　瑠美 中3
古城　裕美 中3 田中美優夏 高2 芦村　梨紗 高1 清水　智代 中1 伊藤　由佳 高3 田中初佳夏 中3
橋本　優希 高1 岡本　佳奈 高2 住吉　穂波 高3 村上　莉菜 中3 山村　望月 高2 大東みのり 中3
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第５７回山口県郡市対抗水泳競技大会　兼　第６１回中国五県対抗水泳競技大会兼選手選考会

会場　山口市小郡屋内プール（公認２５ｍ×７コース）
会期　平成２１年５月１７日(日) 山　田　啓　治
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１７日 10時00分 13時00分 ●…大会新
天候 雨 曇り ◎…県　新

審判長 室温 28.0℃ 28.0℃ ▼…県高新
記録主任 水温 28.0℃ 28.0℃

種目 距離

是枝　　衛 27.33 村中　智彦 29.83 水中　春道 29.91 赤崎　　剛 30.27 中村　泰盛 30.39 松尾　海知 30.92 中島　悠太 31.06 梅木　洋平 31.31

周南市 中1　● 岩国市 小6 岩国市 中1 山口市 中1 周南市 中1 柳井市 中1 防府市 中1 周南市 小6

是枝　　衛 58.60 福重　浩太 59.30 水中　春道 1:04.07 岡本　拓巨 1:04.19 孔山　勇貴 1:07.07 松尾　海知 1:07.35 村中　智彦 1:07.61 中村　泰盛 1:08.81

周南市 中1　● 周南市 中1　● 岩国市 中1 山口市 小5 美祢市 中1 柳井市 中1 岩国市 小6 周南市 中1

福重　浩太 2:08.98 砂田　一虎 2:17.59 岡本　拓巨 2:17.78 田崎　竜成 2:21.88 孔山　勇貴 2:24.46 片岡　祐馬 2:26.10 梅木　洋平 2:27.37 中市　聖人 2:27.76

周南市 中1　● 大島郡 中1 山口市 小5 周南市 小6 美祢市 中1 大島郡 中1 周南市 小6 山口市 中1

伊藤　聡太 32.32 野原　大地 32.63 大田　一貴 34.14 井上　直哉 34.27 徳本　　隼 34.48 片岡　祐馬 34.59 高村　　翔 35.21 福重　智成 35.73

山口市 中1 周南市 中1 宇部市 中1 周南市 小6 周南市 小6 大島郡 中1 下関市 小6 周南市 小5

野原　大地 1:10.52 伊藤　聡太 1:10.61 砂田　一虎 1:10.97 大田　一貴 1:12.92 高村　　翔 1:14.24 井上　直哉 1:14.25 安永　裕貴 1:19.15 藤江　朋也 1:21.27

周南市 中1　● 山口市 中1　● 大島郡 中1 宇部市 中1 下関市 小6 周南市 小6 周南市 小6 宇部市 中1

古谷　陵太 33.92 神岡　大己 35.16 岩川　弘樹 36.38 太田　功誠 37.47 村中　達彦 37.53 八木原悠太 39.85 赤崎　　剛 40.21 福田　有汰 40.39

周南市 中1 周南市 中1 周南市 小6 周南市 小5 岩国市 小6 周南市 小5 山口市 中1 下関市 中1

神岡　大己 1:16.19 中尾　俊介 1:17.67 岩川　弘樹 1:17.94 太田　功誠 1:18.63 嶋田　剛志 1:23.94 福田　有汰 1:24.33 吉村弦次郎 1:24.58 村中　達彦 1:24.98

周南市 中1 岩国市 中1 周南市 小6 周南市 小5 山口市 中1 下関市 中1 山口市 中1 岩国市 小6

国本　一輝 29.25 実近　　涼 30.50 徳本　　隼 31.70 志賀　俊輔 32.26 橋堀　亮太 32.75 三原　優己 32.87 福重　智成 33.00 実近　康平 33.09

周南市 中1 周南市 中1 周南市 小6 山口市 小6 大島郡 小6 下関市 中1 周南市 小5 周南市 小6

国本　一輝 1:07.66 実近　　涼 1:08.39 三原　優己 1:11.28 橋堀　亮太 1:11.57 志賀　俊輔 1:12.01 実近　康平 1:13.46 今重　佳也 1:13.73

周南市 中1 周南市 中1 下関市 中1 大島郡 小6 山口市 小6 周南市 小6 岩国市 小6

古谷　陵太 2:23.40 中尾　俊介 2:30.41 田崎　竜成 2:36.74 吉村弦次郎 2:39.57 八木原悠太 2:47.93 高津　亜蘭 2:48.97 重村　幸輝 2:50.53 藤谷　柚輔 2:50.83

周南市 中1 岩国市 中1 周南市 小6 山口市 中1 周南市 小5 岩国市 小5 下関市 小5 山口市 小5

周南市 1:58.40 岩国市 2:00.07 山口市 2:00.32 大島郡 2:03.64 美祢市 2:15.58

中村　泰盛 中1 中尾　俊介 中1 赤崎　　剛 中1 砂田　一虎 中1 孔山　勇貴 中1

一泳 30.35 一泳 29.5 一泳 30.27 一泳 29.88 一泳 30.46

国本　一輝 中1 坂本　悠輔 小6 岡本　拓巨 小5 片岡　祐馬 中1 木村　舜人 小6

岩川　弘樹 小6 村中　智彦 小6 志賀　俊輔 小6 橋堀　亮太 小6 杉山　正明 小6

実近　　涼 中1 水中　春道 中1 伊藤　聡太 中1 松元　涼太 小6 吉田　圭助 小6

周南市● 2:01.25 山口市 2:12.71 岩国市 2:13.73 大島郡 2:19.36 宇部市 2:24.88

野原　大地 中1 伊藤　聡太 中1 村中　智彦 小6 片岡　祐馬 中1 大田　一貴 中1

一泳 31.96 一泳 32.05 一泳 35.93 一泳 34.89 一泳 34.22

古谷　陵太 中1 吉村弦次郎 中1 中尾　俊介 中1 砂田　一虎 中1 今本健太郎 中1

国本　一輝 中1 志賀　俊輔 小6 今重　佳也 小6 橋堀　亮太 小6 井上　大健 小6

福重　浩太 中1 岡本　拓巨 小5 水中　春道 中1 松元　涼太 小6 冨本　早人 小5

山口市 周南市 岩国市 下関市 大島郡 宇部市 光　市 美祢市

307 303 176 142 113 68 45 31

周南市 山口市 岩国市 下関市 大島郡 防府市 宇部市 光　市

600 567 304 291 189 126 100 79
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第５７回山口県郡市対抗水泳競技大会　兼　第６１回中国五県対抗水泳競技大会兼選手選考会
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会期　平成２１年５月１７日(日) 山　田　啓　治
山　﨑　啓　道会場　山口市小郡屋内プール（公認２５ｍ×７コース）
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１７日 10時00分 13時00分 ●…大会新
天候 雨 曇り ◎…県　新

審判長 室温 28.0℃ 28.0℃ ▼…県高新
記録主任 水温 28.0℃ 28.0℃

種目 距離

國廣　桃子 29.13 松浦ほなみ 30.88 志田　　結 31.01 松本　紗弥 31.54 佐々木　桜 31.71 和田　　響 31.98 相坂かな子 32.06 高津向日葵 32.25

萩　市 中1 下関市 小6 山口市 小6 山口市 小6 山口市 小6 山口市 中1 岩国市 小5 岩国市 中1

國廣　桃子 1:04.04 佐伯　栞里 1:04.81 志田　　結 1:07.96 大澤　蓮音 1:08.13 高津向日葵 1:09.39 橋村　明実 1:10.89 竹末　絢音 1:10.91 葛神　七虹 1:11.76

萩　市 中1 防府市 中1 山口市 小6 山口市 小5 岩国市 中1 防府市 中1 防府市 小6 山陽小野田市 小6

小島　澄夏 2:18.72 佐伯　栞里 2:19.23 松浦ほなみ 2:25.24 佐伯　杏香 2:31.55 古谷　優季 2:33.23 平川　桃花 2:44.94

山口市 小6 防府市 中1 下関市 小6 周南市 中1 山口市 小6 萩　市 中1

川崎　涼夏 31.75 山村　夏夢 33.15 岡村　侑香 33.40 相坂かな子 33.61 藤井　　茜 34.71 山下　皐妃 35.06 野村　星佳 35.92 和田　　響 37.66

下関市 中1 周南市 中1 山口市 中1 岩国市 小5 周南市 小6 下関市 中1 下関市 小6 山口市 中1

川崎　涼夏 1:07.85 岡村　侑香 1:10.10 山村　夏夢 1:12.14 野村　星佳 1:13.61 山下　皐妃 1:16.36 吉田　梨沙 1:18.11 片岡さくら 1:20.97 柳川　真衣 1:21.05

下関市 中1 山口市 中1 周南市 中1 下関市 小6 下関市 中1 美祢市 中1 大島郡 小5 宇部市 中1

藤井　凜茄 34.95 山田ゆりあ 36.95 松永　　光 37.01 西川　沙紀 39.69 石田　朱里 40.30 佐々木　桜 40.51 岩見　千明 41.43 岡崎　芽衣 41.52

周南市 中1　● 周南市 中1 山口市 中1 山口市 中1 長門市 小6 山口市 小6 大島郡 中1 周南市 中1

藤井　凜茄 1:13.50 山田ゆりあ 1:17.53 松永　　光 1:17.58 西川　沙紀 1:23.75 石田　朱里 1:29.46 岩見　千明 1:30.46 松本　恵実 1:31.24 香川　清佳 1:33.58

周南市 中1 周南市 中1 山口市 中1 山口市 中1 長門市 小6 大島郡 中1 下関市 中1 下関市 中1

長岡　千聖 30.38 芦村　優奈 30.52 藤津加奈子 31.37 大澤　蓮音 33.83 松本　紗弥 34.10 清水　智代 34.77 葛神　七虹 34.92 津森　幹子 34.95

山口市 小6　● 岩国市 中1　● 下関市 中1 山口市 小5 山口市 小6 大島郡 中1 山陽小野田市 小6 山口市 中1

長岡　千聖 1:08.44 藤津加奈子 1:10.91 津森　幹子 1:19.11 清水　智代 1:19.38 生田　楓華 1:21.36 新見友季子 1:22.64 古谷　優季 1:22.93 岩田　潮音 1:26.78

山口市 小6 下関市 中1 山口市 中1 大島郡 中1 防府市 小6 山口市 小4 山口市 小6 大島郡 小5

芦村　優奈 2:23.23 小島　澄夏 2:36.50 藤井　　茜 2:41.38 吉田　　幸 2:48.80 新見真由子 2:54.99 吉崎　陽香 2:58.59 河村　彩加 2:59.54 金次　祐美 3:01.94

岩国市 中1 山口市 小6 周南市 小6 山陽小野田市 小6 山口市 中1 大島郡 小6 宇部市 小5 大島郡 中1

山口市 2:02.42 岩国市 2:06.29 防府市 2:07.69 周南市 2:08.28 美祢市 2:13.25 大島郡 2:16.57

松永　　光 中1 芦村　優奈 中1 佐伯　栞里 中1 藤井　　茜 小6 吉田　梨沙 中1 片岡さくら 小5

一泳 30.55 一泳 29.9 一泳 30.51 一泳 31.51 一泳 33.21 一泳 33.49

松本　紗弥 小6 西藤　志帆 中1 橋村　明実 中1 山村　夏夢 中1 渡邊　なつ 小6 岩見　千明 中1

小島　澄夏 小6 相坂かな子 小5 生田　楓華 小6 山田ゆりあ 中1 萬代　美咲 中1 金次　祐美 中1

長岡　千聖 小6 高津向日葵 中1 竹末　絢音 小6 佐伯　杏香 中1 中島　里菜 中1 綿貫　　愛 小6

山口市 2:10.68 周南市 2:11.06 岩国市 2:22.75 宇部市 2:28.08 大島郡 2:33.39 防府市 2:37.63

岡村　侑香 中1 山村　夏夢 中1 相坂かな子 小5 柳川　真衣 中1 片岡さくら 小5 竹末　絢音 小6

一泳 33.36 一泳 33.12 一泳 34.1 一泳 37.99 一泳 38.24 一泳 39.3

松永　　光 中1 山田ゆりあ 中1 横山　寧音 小5 粟座　未來 中1 岩見　千明 中1 佐伯　栞里 中1

長岡　千聖 小6 藤井　凜茄 中1 芦村　優奈 中1 川嶋　遥陽 小6 吉崎　陽香 小6 生田　楓華 小6

松本　紗弥 小6 藤井　　茜 小6 長和　幸奈 小6 平野　友理 小6 金次　祐美 中1 橋村　明実 中1

周南市 山口市 下関市 岩国市 防府市 大島郡 光　市 宇部市

297 260 149 128 109 76 34 32

周南市 山口市 岩国市 下関市 大島郡 防府市 宇部市 光　市

600 567 304 291 189 126 100 79
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会期　平成２１年５月１７日(日) 山　田　啓　治
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