
アクアリーナ豊橋カップ水泳大会 大会記録

●個人種目
自由形 50m

氏名 所属 樹⽴大会 タイム 氏名 所属 樹⽴大会 タイム

⼩学3・4年⽣ 近藤  勇 豊橋SS 第4回 00:33.40 ⼩⼭ 優來 アイレクス 第4回 00:33.97

⼩学5・6年⽣ 加藤 晃成 A.ヴィータ 第2回 00:26.22 荻原 美晴 ロングウッド 第3回 00:29.43

⼀般A(18〜20歳代) 中村  嶺 トキメキ隊 第2回 00:24.69 加藤 佳薫 PS倶楽部 第1回 00:29.98

⼀般B(30歳代) 野上 将弘 SUZUKI 第4回 00:26.20 ⼩澤真貴子 チーム竹田 第4回 00:29.91

⼀般C(40歳代) 間瀬 幸喜 ひらばりSS 第4回 00:26.17 星川 朋子 第4回 00:31.16

⼀般D(50歳代) 上原  智 BOX蒲郡 第1回 00:29.05 徳永 千晴 BOX蒲郡 第1回 00:32.23

⼀般E(60歳代) ⻄浦 結貴 ロイヤルSP 第3回 00:30.80 白井 順子 パシフィック 第2回 00:36.10

⼀般F(70歳代) 有村 博美 第3回 00:34.44 ⼭村ミヨ子 ASUKA 第3回 00:43.04

自由形 100m

氏名 所属 樹⽴大会 タイム 氏名 所属 樹⽴大会 タイム

中学⽣ 加藤 晃成 東部中 第3回 00:54.07 野呂 優花 豊橋東部中 第1回 01:00.30

高校⽣ 中⻄ 祐⼈ BOX蒲郡 第2回 01:01.03 ⼩宮⼭彩子 ロングウッド 第1回 01:12.54

⼀般A(18〜20歳代) 古賀 琢⺒ 第3回 00:54.33 加藤 佳薫 PS倶楽部 第1回 01:05.13

⼀般B(30歳代) 野上 将弘 SUZUKI 第4回 00:59.60 北埜早希子 ロイヤルSP 第1回 01:10.77

⼀般C(40歳代) 田邊 敦司 rCOMET 第1回 01:00.80 北埜早希子 ロイヤルSP 第3回 01:11.74

⼀般D(50歳代) 村上 謙一 アイレクス 第4回 01:04.79 徳永 千晴 チーム爽麗 第2回 01:12.87

⼀般E(60歳代) ⻄浦 結貴 ロイヤルSP 第3回 01:10.41 深⾕ ⾥美 rCOMET 第3回 01:21.83

⼀般F(70歳代) 大⼭ 昌宏 豊橋泳走回 第3回 01:21.57 廣田千鶴子 A.ヴィータ 第2回 01:44.13

背泳ぎ 50m

氏名 所属 樹⽴大会 タイム 氏名 所属 樹⽴大会 タイム

⼩学3・4年⽣ 鈴⽊ 崇弘 豊橋SS 第4回 00:38.28 ⻲井 琴⾳ コナミ蒲郡 第1回 00:39.78

⼩学5・6年⽣ 加藤 晃成 A.ヴィータ 第2回 00:29.87 前澤 蒼依 パシフィック 第2回 00:35.22

⼀般A(18〜20歳代) ⽊俣 貴史 SALA 第4回 00:28.57 物延 理紗 第1回 00:32.18

⼀般B(30歳代) 加藤 宏基 アイレクス 第4回 00:29.93 ⼩澤真貴子 チーム竹田 第3回 00:35.17

⼀般C(40歳代) 鴨下  剛 Tポニョ 第4回 00:31.43 生井 美紀 豊橋泳走回 第2回 00:34.36

⼀般D(50歳代) 遠⼭ 健志 豊川禅水会 第4回 00:34.94 生井 美紀 豊橋泳走回 第4回 00:34.57

⼀般E(60歳代) 有村 博美 第2回 00:40.58 ⼟田真理子 ドルフィン 第1回 00:46.25

⼀般F(70歳代) 有村 博美 第4回 00:39.72 彦坂りつ子 浜松SC 第1回 00:51.21

背泳ぎ 100m

氏名 所属 樹⽴大会 タイム 氏名 所属 樹⽴大会 タイム

中学⽣ ⾦澤  遼 南稜中 第3回 01:02.44 内藤 未桜 豊川東部 第3回 01:09.13

高校⽣ 後藤 優貴 ロングウッド 第4回 01:15.85

⼀般A(18〜20歳代) 岩原 壮汰 愛知大学 第4回 01:09.23 渡辺真実鼓 SALA 第4回 01:24.02

⼀般B(30歳代) 加川 祥宏 平針SS 第3回 01:06.29

⼀般C(40歳代) ⼭田 琢治 やっぱり植田 第1回 01:12.25 生井 美紀 豊橋泳走回 第2回 01:14.06

⼀般D(50歳代) 深澤 啓祐 チームいしづ 第3回 01:24.84 生井 美紀 豊橋泳走回 第4回 01:15.13

⼀般E(60歳代) 佐藤  繁 やっぱり植田 第1回 01:38.87 白井 順子 パシフィック 第3回 01:45.73

⼀般F(70歳代) 和田  誠 パシフィック 第2回 02:03.55 ⼩林 敏子 BOX蒲郡 第2回 01:51.33

平泳ぎ 50m

氏名 所属 樹⽴大会 タイム 氏名 所属 樹⽴大会 タイム

⼩学3・4年⽣ 近藤  勇 豊橋SS 第4回 00:43.34 ⼭田 和葉 SALA 第2回 00:43.07

⼩学5・6年⽣ 加藤 晃成 豊橋SS 第1回 00:35.03 渡辺 心菜 豊橋SS 第4回 00:36.91

⼀般A(18〜20歳代) 林  豊大 ロイヤルSP 第4回 00:30.90 加藤めぐみ A.ヴィータ 第3回 00:38.88

⼀般B(30歳代) 久米 康一 ロイヤルSP 第1回 00:33.03 古田 華子 第4回 00:40.76

⼀般C(40歳代) 久米 康一 ロイヤルSP 第4回 00:32.75 今泉⼩百合 Tポニョ 第3回 00:44.21

⼀般D(50歳代) 稲吉 正浩 第4回 00:35.28 徳永 千晴 チーム竹田 第3回 00:44.80

⼀般E(60歳代) 伊藤  博 第2回 00:43.41 服部ふじ子 ドルフィン 第1回 00:51.81

⼀般F(70歳代) 尾崎 枡男 岡崎kiss 第3回 00:50.93 中島⼩夜子 A.ヴィータ 第2回 00:53.09

部門
男子 ⼥子

部門
男子 ⼥子

部門
男子 ⼥子

部門
男子 ⼥子

男子 ⼥子
部門



アクアリーナ豊橋カップ水泳大会 大会記録

●個人種目
平泳ぎ 100m

氏名 所属 樹⽴大会 タイム 氏名 所属 樹⽴大会 タイム

中学⽣ ⼩野  兼 豊川東部中 第1回 01:07.68 澤邊みのり 豊橋SS 第1回 01:12.15

高校⽣

⼀般A(18〜20歳代) 中⼭  豪 第3回 01:07.29 古田 華子 チーム竹田 第3回 01:33.25

⼀般B(30歳代) 久米 康一 ロイヤルSP 第1回 01:12.48 ⽊邨 豊美 パシフィック 第3回 01:36.35

⼀般C(40歳代) 久米 康一 ロイヤルSP 第2回 01:11.78 今泉⼩百合 Tポニョ 第2回 01:37.04

⼀般D(50歳代) 稲吉 正浩 第4回 01:20.93 ⼩林 貴子 チーム竹田 第3回 01:40.39

⼀般E(60歳代) 吉野 恭司 A.ヴィータ 第2回 01:40.37 服部ふじ子 ドルフィン 第1回 01:54.43

⼀般F(70歳代) ⼩川 武彦 豊橋泳走回 第2回 02:01.66 佐藤 信子 第1回 02:02.41

バタフライ 50m

氏名 所属 樹⽴大会 タイム 氏名 所属 樹⽴大会 タイム

⼩学3・4年⽣ 神取 朋生 コナミ蒲郡 第3回 00:37.07 兵道 咲季 パシフィック 第4回 00:36.64

⼩学5・6年⽣ 髙本 大稀 A.ヴィータ 第2回 00:30.70 荻原 美晴 ロングウッド 第3回 00:31.50

⼀般A(18〜20歳代) 酒井 秀⻫ レペゼン豊橋 第4回 00:25.48 物延 理紗 第1回 00:29.89

⼀般B(30歳代) 南⾥ 貴弘 YEBISU 第4回 00:26.80 ⼩澤真貴子 チーム竹田 第4回 00:33.11

⼀般C(40歳代) 鴨下  剛 Tポニョ 第2回 00:27.10 矢野 牧子 ロングウッド 第1回 00:35.85

⼀般D(50歳代) 鈴⽊  実 豊川禅水会 第4回 00:33.03 福井 直美 A.ヴィータ 第1回 00:37.88

⼀般E(60歳代) 神⾕  忠 A.ヴィータ 第4回 00:32.97 七原 清江 A.ヴィータ 第4回 00:41.71

⼀般F(70歳代) 有村 博美 第4回 00:38.87 ⼭村ミヨ子 ASUKA 第1回 00:55.63

バタフライ 100m

氏名 所属 樹⽴大会 タイム 氏名 所属 樹⽴大会 タイム

中学⽣ 加藤 晃成 豊橋東部 第4回 00:57.08 向坂 実夏 豊橋南部 第3回 01:04.98

高校⽣ 尾崎  楓 暇⼈達 第3回 01:01.81 中神ゆきの ASUKA 第2回 01:14.99

⼀般A(18〜20歳代) 宮坂 大也 愛知大学 第4回 01:00.69 仲⾕ 京子 超・バッタ祭 第3回 01:19.46

⼀般B(30歳代) ⻑⾕川雄一 第2回 01:03.96

⼀般C(40歳代) 古根 大真 やっぱり植田 第3回 01:07.25

⼀般D(50歳代) 濱崎 真一 rCOMET 第2回 01:17.38 福井 直美 A.ヴィータ 第3回 01:32.37

⼀般E(60歳代) 神⾕  忠 A.ヴィータ 第4回 01:29.26 伊熊 豊子 チームいしづ 第3回 02:06.25

⼀般F(70歳代)

個人メドレー 200m

氏名 所属 樹⽴大会 タイム 氏名 所属 樹⽴大会 タイム

⼩学3・4年⽣ 鈴⽊ 崇弘 豊橋SS 第4回 02:50.64 兵道 咲季 パシフィック 第4回 03:03.08

⼩学5・6年⽣ 加藤 晃成 豊橋SS 第1回 02:26.76 鴨下 奈苗 BOX蒲郡 第1回 02:39.70

中学⽣ 加藤 晃成 豊橋東部 第4回 02:07.18 澤邊みのり 豊橋SS 第1回 02:26.43

高校⽣ ⼩宮⼭彩子 ロングウッド 第2回 03:03.36

⼀般A(18〜20歳代) 水⾕ 優希 愛知大学 第3回 02:24.08 磯村 陽子 平針SS 第3回 02:43.91

⼀般B(30歳代) ⽊場 隆志 平針SS 第2回 02:36.49 嘉藤麻衣子 rCOMET 第3回 03:02.74

⼀般C(40歳代) 鴨下  剛 Tポニョ 第2回 02:31.04 松元 貴子 Tポニョ 第3回 03:28.06

⼀般D(50歳代) 村上 謙一 アイレクス 第4回 02:46.37 徳永 千晴 BOX蒲郡 第1回 03:18.00

⼀般E(60歳代) 宮野 邦久 ASUKA 第2回 03:14.67

⼀般F(70歳代) ⼩川 武彦 豊橋泳走回 第2回 04:36.02 ⼭村ミヨ子 ASUKA 第1回 04:11.48

部門
男子 ⼥子

部門
男子 ⼥子

部門
男子 ⼥子

部門
男子 ⼥子



アクアリーナ豊橋カップ水泳大会 大会記録

●リレー種目
メドレーリレー 200m

チーム名 樹⽴大会 タイム チーム名 樹⽴大会 タイム

⼩学3・4年⽣ コナミ蒲郡 第4回 02:44.02

⼩学5・6年⽣ A.ヴィータ 第2回 02:11.20 豊橋SSA 第3回 02:22.76

中学⽣ 東部中A 第3回 01:53.78 東部中A 第3回 02:12.58

高校⽣ 暇⼈達 第3回 02:14.68

⼀般A(18〜20歳代) ASUKA 第2回 01:58.07 A.ヴィータA 第4回 02:21.67

⼀般B(30歳代) YEBISU 第4回 02:01.78 A.ヴィータ 第2回 02:43.39

⼀般C(40歳代) ろいやる 第3回 02:07.21 A.ヴィータ 第4回 02:38.42

⼀般D(50歳代) 豊川禅水会A 第4回 02:13.88 チーム竹田 第4回 02:39.89

⼀般E(60歳代) A.ヴィータ 第2回 02:34.43 A.ヴィータ 第2回 03:18.93

⼀般F(70歳代) チームいしづ 第3回 02:56.11 rCOMET 第1回 03:53.40

リレー 200m

チーム名 樹⽴大会 タイム チーム名 樹⽴大会 タイム

⼩学3・4年⽣ コナミ蒲郡 第3回 02:39.17 豊橋SS 第4回 02:32.32

⼩学5・6年⽣ A.ヴィータ 第2回 01:56.35 豊橋SSA 第3回 02:07.26

中学⽣ 東部中A 第3回 01:45.23 豊橋東部A 第1回 01:56.63

高校⽣ 暇⼈達 第3回 01:51.95

⼀般A(18〜20歳代) 愛知大学HK 第3回 01:44.91 SALA 第4回 02:06.09

⼀般B(30歳代) 豊川禅水会 第2回 01:47.27 AQUAJP 第4回 02:10.65

⼀般C(40歳代) rCOMET 第2回 01:54.79 チーム竹田B 第3回 02:09.46

⼀般D(50歳代) ロイヤルSP 第2回 01:58.18 チーム竹田 第4回 02:19.65

⼀般E(60歳代) A.ヴィータ 第2回 02:14.04 ASUKA 第1回 02:44.95

⼀般F(70歳代) A.ヴィータ 第2回 02:49.86

部門
男子 ⼥子

部門
男子 ⼥子


