
種目 距離 学年 タイム 選手名 所属 樹立大会 樹立日

自由形 50m 幼児 - - - - -

小1 53.56 渡辺　瑛斗 ベスト橋本 第15回 2022/09/22

小2 50.54 槌野　瑛大 ベスト熊本 第15回 2022/09/23

小3 40.68 佐谷　謙介 ベスト若宮 第15回 2022/10/15

小4 34.17 塚部真那斗 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

小5 34.94 古内　碧空 ベスト松橋 第15回 2022/09/22

小6 30.43 佐藤　諒宜 ベスト若宮 第15回 2022/10/31

背泳ぎ 50m 幼児 - - - - -

小1 1:08.80 池田　裕月 ベスト熊本 第15回 2022/09/23

小2 57.92 槌野　瑛大 ベスト熊本 第15回 2022/09/23

小3 45.89 藤原優之介 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

小4 39.07 塚部真那斗 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

小5 41.12 古内　碧空 ベスト松橋 第15回 2022/09/22

小6 35.17 佐藤　諒宜 ベスト若宮 第15回 2022/10/23

平泳ぎ 50m 幼児 - - - - -

小1 - - - - -

小2 59.28 竹中　　駿 ベスト松橋 第15回 2022/09/23

小3 54.80 永島　明憲 ベスト若宮 第15回 2022/10/17

小4 41.32 吉村　和也 ベスト熊本 第15回 2022/09/23

小5 40.09 古内　碧空 ベスト松橋 第15回 2022/10/17

小6 39.63 佐藤　諒宜 ベスト若宮 第15回 2022/10/31

バタフライ 50m 幼児 - - - - -

小1 - - - - -

小2 1:01.32 竹中　　駿 ベスト松橋 第15回 2022/09/09

小3 45.83 佐谷　謙介 ベスト若宮 第15回 2022/10/18

小4 38.30 塚部真那斗 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

小5 36.05 杉本大志朗 ベスト熊本 第15回 2022/10/16

小6 33.05 大﨑　玲典 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

個人メドレー 100m 幼児 2:07.71 福永　雅人 ベスト橋本 第8回 2018/12/26

小1 1:50.46 吉村　和也 ベスト熊本 第10回 2019/12/31

小2 1:34.22 佐野　光紀 ベスト熊本 第2回 2015/11/15

小3 1:24.00 三城　滉太郎 ベスト熊本 第6回 2017/11/19

小4 1:15.69 仲光　陸遥 ベスト熊本 第1回 2015/06/30

小5 1:11.46 仲光　陸遥 ベスト熊本 第4回 2016/12/03

小6 1:07.89 仲光　陸遥 ベスト熊本 第6回 2017/12/22

ベストSCグループ通信水泳記録会　大会記録一覧

男 子



種目 距離 学年 タイム 選手名 所属 樹立大会 樹立日

自由形 50m 幼児 1:27.07 城戸　愛来 ベスト若宮 第15回 2022/10/17

小1 44.68 古閑　　葵 ベスト熊本 第15回 2022/09/23

小2 45.95 村田　　怜 ベスト鳥栖 第15回 2022/10/23

小3 35.70 高橋　二葉 ベスト橋本 第15回 2022/09/04

小4 33.71 坂元　千紗 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

小5 33.02 川口　琴利 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

小6 30.43 坂元裕希乃 ベスト若宮 第15回 2022/10/31

背泳ぎ 50m 幼児 - - - - -

小1 1:02.40 黒岩　千紗 ベスト若宮 第15回 2022/10/18

小2 55.91 財木　香穂 ベスト熊本 第15回 2022/09/23

小3 43.48 田中　杏奈 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

小4 39.90 坂元　千紗 ベスト若宮 第15回 2022/10/23

小5 37.14 川口　琴利 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

小6 37.97 伊藤　芽以 ベスト橋本 第15回 2022/10/26

平泳ぎ 50m 幼児 - - - - -

小1 56.76 古閑　　葵 ベスト熊本 第15回 2022/09/23

小2 57.35 山田　佳凜 ベスト橋本 第15回 2022/09/24

小3 50.84 鈴木　瑠夏 ベスト鳥栖 第15回 2022/10/23

小4 42.77 伊藤なつめ ベスト橋本 第15回 2022/10/31

小5 45.64 川口　琴利 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

小6 39.73 川端みりの ベスト熊本 第15回 2022/10/16

バタフライ 50m 幼児 - - - - -

小1 1:05.74 黒岩　千紗 ベスト若宮 第15回 2022/10/17

小2 54.54 山田　佳凜 ベスト橋本 第15回 2022/10/22

小3 40.11 高橋　二葉 ベスト橋本 第15回 2022/09/29

小4 37.86 坂元　千紗 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

小5 36.41 川口　琴利 ベスト若宮 第15回 2022/10/29

小6 33.73 初田　心祢 ベスト橋本 第15回 2022/09/04

個人メドレー 100m 幼児 1:50.40 村上　実理 ベスト若宮 第2回 2015/12/16

小1 1:38.64 村上　実理 ベスト若宮 第4回 2016/12/15

小2 1:30.78 山下　　心 ベスト熊本 第2回 2015/12/13

小3 1:23.10 栗原　円佳 ベスト若宮 第2回 2015/12/23

小4 1:17.47 村上　実理 ベスト若宮 第10回 2019/11/17

小5 1:14.22 村上　実理 ベスト若宮 第11回 2020/12/30

小6 1:10.55 村上　実理 ベスト若宮 第12回 2021/06/19

ベストSCグループ通信水泳記録会　大会記録一覧

女 子



学年： 性別： 男子

大会記録： 吉村　和也 ベスト熊本

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 渡辺　瑛斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ ベスト橋本 小1 男子 2分29秒72 2023/01/26

2 安永　侑生 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｾｲ ベスト橋本 小1 男子 2分34秒87 2023/02/22

3 冨永　　蓮 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾚﾝ ベスト橋本 小1 男子 2分36秒72 2023/02/22

学年： 性別： 女子

大会記録： 村上　実理 ベスト若宮

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 黒岩　千紗 ｸﾛｲﾜ ﾁｻ ベスト若宮 小1 女子 2分10秒00 2023/02/15

2 眞喜屋帆乃果 ﾏｷﾔ ﾎﾉｶ ベスト若宮 小1 女子 2分43秒53 2023/02/18

3 鶴窪　結月 ﾂﾙｸﾎﾞ ﾕﾂﾞｷ ベスト古賀 小1 女子 2分59秒55 2023/02/27

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小1

1分50秒46

第16回ベストスイミングクラブグループ通信水泳記録会（2023.1-2）区分別ランキング

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小1

1分38秒64



学年： 性別： 男子

大会記録： 佐野　光紀 ベスト熊本

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 榊　　良太 ｻｶｷ ﾘｮｳﾀ ベスト橋本 小2 男子 2分22秒04 2023/02/27

学年： 性別： 女子

大会記録： 山下　　心 ベスト熊本

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 山田　佳凜 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ ベスト橋本 小2 女子 1分55秒20 2023/01/26

2 内田　　葵 ｳﾁﾀﾞ ｱｵｲ ベスト古賀 小2 女子 1分58秒01 2023/02/21

3 吉瀬　真帆 ﾖｼｾ ﾏﾎ ベスト若宮 小2 女子 2分11秒70 2023/02/15

4 仲地　真緒 ﾅｶﾁ ﾏｵ ベスト橋本 小2 女子 2分23秒19 2023/02/27

5 坂本　　絢 ｻｶﾓﾄ ｱﾔ ベスト若宮 小2 女子 2分23秒72 2023/02/15

6 高浪　環奈 ﾀｶﾅﾐ ｶﾝﾅ ベスト橋本 小2 女子 2分25秒27 2023/02/22

7 山野　遥葵 ﾔﾏﾉ ﾊﾙﾋ ベスト橋本 小2 女子 2分43秒32 2023/01/26

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小2

1分34秒22

第16回ベストスイミングクラブグループ通信水泳記録会（2023.1-2）区分別ランキング

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小2

1分30秒78



学年： 性別： 男子

大会記録： 三城　滉太郎 ベスト熊本

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 藤原優之介 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾉｽｹ ベスト若宮 小3 男子 1分36秒76 2023/02/25

2 木村聡一郎 ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ベスト橋本 小3 男子 1分50秒68 2023/01/24

3 橋口　快音 ﾊｼｸﾞﾁ ｶｲﾄ ベスト橋本 小3 男子 1分51秒22 2023/01/28

4 内田　依月 ｳﾁﾀﾞ ｲﾂﾞｷ ベスト古賀 小3 男子 1分51秒92 2023/02/25

5 筬島　旭人 ｵｻｼﾞﾏ ｱｷﾄ ベスト橋本 小3 男子 1分53秒39 2023/02/22

6 永島　明憲 ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷﾉﾘ ベスト若宮 小3 男子 1分56秒36 2023/02/15

6 佐谷　謙介 ｻﾀﾆ ｹﾝｽｹ ベスト若宮 小3 男子 1分56秒36 2023/02/15

8 眞喜屋佑亮 ﾏｷﾔ ﾕｳｽｹ ベスト若宮 小3 男子 2分12秒10 2023/02/20

9 井口　葵惠 ｲｸﾞﾁ ｱｵｲ ベスト若宮 小3 男子 2分16秒25 2023/02/18

10 末松　聡文 ｽｴﾏﾂ  ｱｷﾌﾐ ベスト古賀 小3 男子 2分24秒17 2023/02/13

11 八尋　聖心 ﾔﾋﾛ ｼｮｳｺﾞ ベスト古賀 小3 男子 2分45秒47 2023/02/14

12 平田　与樹 ﾋﾗﾀ ﾄﾓｷ ベスト橋本 小3 男子 2分48秒92 2023/02/24

13 山平　隆清 ﾔﾏﾋﾗ ﾘｭｳｾｲ ベスト則松 小3 男子 3分02秒89 2023/02/08

学年： 性別： 女子

大会記録： 栗原　円佳 ベスト若宮

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 高橋　二葉 ﾀｶﾊｼ ﾌﾀﾊﾞ ベスト橋本 小3 女子 1分32秒79 2023/01/28

2 田中　杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ ベスト若宮 小3 女子 1分35秒71 2023/02/25

3 栗田　彩春 ｸﾘﾀ ｲﾛﾊ ベスト則松 小3 女子 1分56秒15 2023/02/10

4 中村　悠乃 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾉ ベスト則松 小3 女子 1分58秒69 2023/02/23

5 岩川　柚葉 ｲﾜｶﾜ ﾕｽﾞﾊ ベスト橋本 小3 女子 1分59秒53 2023/01/31

6 豊久　侑実 ﾄﾖﾋｻ ｳﾐ ベスト橋本 小3 女子 2分00秒42 2023/01/31

7 三木　希咲 ﾐｷ ｶﾅｴ ベスト橋本 小3 女子 2分04秒20 2023/01/26

8 北郷　藍彩 ｷﾀｺﾞｳ ｱｲｻ ベスト橋本 小3 女子 2分07秒04 2023/01/27

9 岩下　小梅 ｲﾜｼﾀ ｺｳﾒ ベスト橋本 小3 女子 2分07秒22 2023/01/31

10 柳内　　咲 ﾔﾅｷﾞｳﾁ ｻｷ ベスト則松 小3 女子 2分10秒95 2023/02/15

11 藤原　沙奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ ベスト則松 小3 女子 2分11秒73 2023/02/24

12 濵口　亜希 ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｷ ベスト橋本 小3 女子 2分18秒48 2023/02/27

13 永光莉依菜 ﾅｶﾞﾐﾂ ﾘｲﾅ ベスト橋本 小3 女子 2分19秒22 2023/01/28

14 岩永　未歩 ｲﾜﾅｶﾞ ﾐﾎ ベスト古賀 小3 女子 2分21秒30 2023/02/08

15 砂原　美月 ｽﾅﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ ベスト橋本 小3 女子 2分21秒77 2023/01/28

16 平岡　由衣 ﾋﾗｵｶ ﾕｲ ベスト橋本 小3 女子 2分23秒28 2023/01/27

17 佐々木莉心 ｻｻｷ ﾘｺ ベスト橋本 小3 女子 2分25秒17 2023/02/16

18 上　　美咲 ｳｴ ﾐｻｷ ベスト則松 小3 女子 2分28秒31 2023/02/14

19 髙松ひなた ﾀｶﾏﾂ ﾋﾅﾀ ベスト橋本 小3 女子 2分29秒67 2023/01/26

20 山崎　歩美 ﾔﾏｻｷ ｱﾕﾐ ベスト則松 小3 女子 2分31秒56 2023/02/27

21 井上　栞那 ｲﾉｳｴ ｶﾝﾅ ベスト橋本 小3 女子 2分38秒01 2023/02/27

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小3

1分24秒00

第16回ベストスイミングクラブグループ通信水泳記録会（2023.1-2）区分別ランキング

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小3

1分23秒10



学年： 性別： 男子

大会記録： 仲光　陸遥 ベスト熊本

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 塚部真那斗 ﾂｶﾍﾞ ﾏﾅﾄ ベスト若宮 小4 男子 1分23秒39 2023/02/04

2 井上　雅貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ ベスト若宮 小4 男子 1分29秒00 2023/02/25

3 黒木　篤希 ｸﾛｷ ｱﾂｷ ベスト若宮 小4 男子 1分29秒05 2023/02/18

4 江口　和真 ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ ベスト若宮 小4 男子 1分29秒64 2023/02/25

5 穴井　杜和 ｱﾅｲ ﾄﾜ ベスト橋本 小4 男子 1分35秒32 2023/01/28

6 熊埜御堂新 ｸﾏﾉﾐﾄﾞｳ ｱﾗﾀ ベスト若宮 小4 男子 1分48秒93 2023/02/16

7 松浦　友郁 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓｲ ベスト若宮 小4 男子 1分50秒13 2023/02/21

8 畑　　幸希 ﾊﾀ ｺｳｷ ベスト古賀 小4 男子 1分51秒43 2023/02/04

9 渡辺　徠斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｲﾄ ベスト橋本 小4 男子 1分57秒36 2023/01/26

10 松本　一真 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ベスト若宮 小4 男子 2分01秒32 2023/02/20

11 岸原　巧汰 ｷｼﾊﾗ ｺｳﾀ ベスト橋本 小4 男子 2分03秒58 2023/01/26

12 森山　悠信 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｼﾝ ベスト橋本 小4 男子 2分13秒30 2023/01/28

13 本田　　悠 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳ ベスト則松 小4 男子 2分18秒77 2023/02/18

14 永江　武琉 ﾅｶﾞｴ ﾀｹﾙ ベスト橋本 小4 男子 2分21秒44 2023/02/28

15 中田　侑輝 ﾅｶﾀ ﾕｳｷ ベスト則松 小4 男子 2分29秒89 2023/02/15

16 副田　康介 ｿｴﾀﾞ ｺｳｽｹ ベスト古賀 小4 男子 2分41秒93 2023/02/24

学年： 性別： 女子

大会記録： 村上　実理 ベスト若宮

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 坂元　千紗 ｻｶﾓﾄ ﾁｻ ベスト若宮 小4 女子 1分25秒37 2023/02/18

2 田中　　桜 ﾀﾅｶ ｻｸﾗ ベスト橋本 小4 女子 1分28秒86 2023/01/28

3 坂元　一紗 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｻ ベスト若宮 小4 女子 1分38秒34 2023/02/04

4 坂本　万知 ｻｶﾓﾄ ﾏﾁ ベスト若宮 小4 女子 1分39秒46 2023/02/25

5 大﨑眞悠子 ｵｵｻｷ ﾏﾕｺ ベスト若宮 小4 女子 1分44秒99 2023/02/21

6 武井　芽生 ﾀｹｲ ﾒｲ ベスト橋本 小4 女子 1分49秒27 2023/01/28

7 古田紗和子 ﾌﾙﾀ ｻﾜｺ ベスト橋本 小4 女子 1分57秒43 2023/01/26

8 平野　紗衣 ﾋﾗﾉ ｻｴ ベスト則松 小4 女子 1分57秒94 2023/02/23

9 井手笑美花 ｲﾃﾞ ｴﾐｶ ベスト橋本 小4 女子 1分58秒26 2023/01/23

10 友松　春陽 ﾄﾓﾏﾂ ﾊﾙﾋ ベスト若宮 小4 女子 2分03秒82 2023/02/20

11 原田いづみ ﾊﾗﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ ベスト則松 小4 女子 2分05秒57 2023/02/08

12 川内　結稀 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ ベスト橋本 小4 女子 2分06秒34 2023/02/25

13 大石　美槻 ｵｵｲｼ ﾐﾂｷ ベスト橋本 小4 女子 2分07秒45 2023/01/24

14 竹本　　祭 ﾀｹﾓﾄ ﾏﾂﾘ ベスト則松 小4 女子 2分07秒84 2023/02/08

15 村上　夏海 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ ベスト則松 小4 女子 2分25秒22 2023/02/18

16 新原　　渚 ｼﾝﾊﾞﾙ ﾅｷﾞｻ ベスト橋本 小4 女子 2分26秒28 2023/02/28

17 波多野暖乃 ﾊﾀﾉ ﾋﾅﾉ ベスト則松 小4 女子 2分30秒10 2023/02/21

18 林　　聖那 ﾊﾔｼ ﾏﾅ ベスト則松 小4 女子 2分32秒97 2023/02/28

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小4

1分15秒69

第16回ベストスイミングクラブグループ通信水泳記録会（2023.1-2）区分別ランキング

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小4

1分17秒47



学年： 性別： 男子

大会記録： 仲光　陸遥 ベスト熊本

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 及川　陽太 ｵｲｶﾜ ﾖｳﾀ ベスト橋本 小5 男子 1分37秒59 2023/01/31

2 山元　惇平 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ベスト橋本 小5 男子 1分38秒21 2023/01/31

3 三木　周慧 ﾐｷ ｱﾏﾈ ベスト橋本 小5 男子 1分43秒59 2023/02/16

4 内田　瑛人 ｳﾁﾀﾞ ｴｲﾄ ベスト古賀 小5 男子 1分44秒88 2023/02/15

5 濱田　紘輝 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ ベスト則松 小5 男子 1分45秒00 2023/02/11

6 大島　佳祐 ｵｵｼﾏ ｹｲｽｹ ベスト橋本 小5 男子 1分46秒23 2023/02/16

7 角　　栄佑 ｽﾐ ｴｲｽｹ ベスト橋本 小5 男子 1分46秒28 2023/01/28

8 松本　卓士 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸｼﾞ ベスト古賀 小5 男子 1分47秒34 2023/02/20

9 宇都　志雄 ｳﾄ ｼﾕｳ ベスト若宮 小5 男子 1分54秒99 2023/02/21

10 岩永　拓海 ｲﾜﾅｶﾞ ﾀｸﾐ ベスト古賀 小5 男子 1分59秒34 2023/02/22

11 木村　将暉 ｷﾑﾗ ｼｮｳｷ ベスト若宮 小5 男子 1分59秒52 2023/02/16

12 井手　　湊 ｲﾃﾞ ﾐﾅﾄ ベスト則松 小5 男子 1分59秒96 2023/02/03

13 押野　有眞 ｵｼﾉ ﾕｳﾏ ベスト若宮 小5 男子 2分03秒82 2023/02/20

14 橋口　煌世 ﾊｼｸﾞﾁ ｺｳｾｲ ベスト橋本 小5 男子 2分05秒24 2023/01/25

15 山田　啓仁 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾄ ベスト橋本 小5 男子 2分08秒04 2023/02/22

16 吉瀬　正啓 ﾖｼｾ ﾀﾀﾞﾋﾛ ベスト若宮 小5 男子 2分09秒75 2023/02/20

17 川上　煌人 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ ベスト則松 小5 男子 2分10秒22 2023/02/25

18 中村　陽翔 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ ベスト則松 小5 男子 2分12秒12 2023/02/11

19 村中　佑海 ﾑﾗﾅｶ ﾕｳｼ ベスト古賀 小5 男子 2分14秒40 2023/02/11

20 仙田　想真 ｾﾝﾀﾞ ｿｳﾏ ベスト古賀 小5 男子 2分23秒90 2023/02/25

21 松木　千宙 ﾏﾂｷ ﾁﾋﾛ ベスト則松 小5 男子 2分28秒63 2023/02/09

22 浦川　桜芽 ｳﾗｶﾜ ｵｳｶﾞ ベスト橋本 小5 男子 2分31秒31 2023/02/22

23 坂口　　湊 ｻｶｸﾞﾁ ｿｳ ベスト則松 小5 男子 2分32秒25 2023/02/23

24 深見　煌太 ﾌｶﾐ ｺｳﾀ ベスト則松 小5 男子 2分38秒41 2023/02/16

学年： 性別： 女子

大会記録： 村上　実理 ベスト若宮

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 川口　琴利 ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾄﾘ ベスト若宮 小5 女子 1分20秒17 2023/02/04

2 蔵岡　志穂 ｸﾗｵｶ ｼﾎ ベスト若宮 小5 女子 1分27秒25 2023/02/21

3 阿部　海莉 ｱﾍﾞ ｶｲﾘ ベスト橋本 小5 女子 1分28秒17 2023/01/28

4 藤原　　楓 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ ベスト古賀 小5 女子 1分43秒60 2023/02/17

5 椿原　　湊 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾐﾅﾄ ベスト則松 小5 女子 1分44秒87 2023/02/23

6 内久根汐美 ｳﾁｸﾈ ｼｵﾐ ベスト則松 小5 女子 1分49秒42 2023/02/20

7 真田　　暦 ｻﾅﾀﾞ ｺﾖﾐ ベスト若宮 小5 女子 1分50秒13 2023/02/21

8 大賀　莉子 ｵｵｶﾞ ﾘｺ ベスト古賀 小5 女子 1分50秒41 2023/02/17

9 下司　美月 ｹﾞｼﾞ ﾐﾂｷ ベスト橋本 小5 女子 1分53秒48 2023/02/16

10 藤木　莉子 ﾌｼﾞｷ ﾘｺ ベスト橋本 小5 女子 1分53秒84 2023/02/28

11 八尋　櫻子 ﾔﾋﾛ ｻｸﾗｺ ベスト古賀 小5 女子 1分54秒09 2023/02/28

12 高山　咲衣 ﾀｶﾔﾏ ｻｴ ベスト古賀 小5 女子 1分54秒96 2023/02/28

13 岩村　芽依 ｲｳﾑﾗ ﾒｲ ベスト古賀 小5 女子 1分55秒35 2023/02/28

14 金子　真愛 ｶﾈｺ ﾏﾅ ベスト橋本 小5 女子 2分01秒99 2023/01/24

15 原　　杏花 ﾊﾗ ｷｮｳｶ ベスト則松 小5 女子 2分03秒98 2023/02/04

16 秋吉　莉緒 ｱｷﾖｼ ﾘｵ ベスト則松 小5 女子 2分06秒15 2023/02/14

17 森　　瑞稀 ﾓﾘ ﾐｽﾞｷ ベスト則松 小5 女子 2分07秒41 2023/02/25

18 木村　春香 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ ベスト橋本 小5 女子 2分07秒43 2023/01/26

19 吉村　　宙 ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ ベスト則松 小5 女子 2分21秒95 2023/02/13

20 松口　芽生 ﾏﾂｸﾞﾁ ﾒｲ ベスト橋本 小5 女子 2分22秒21 2023/01/27

21 横田　梨音 ﾖｺﾀ ﾘﾈ ベスト橋本 小5 女子 2分30秒51 2023/01/28

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小5

1分11秒46

第16回ベストスイミングクラブグループ通信水泳記録会（2023.1-2）区分別ランキング

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小5

1分14秒22



学年： 性別： 男子

大会記録： 仲光　陸遥 ベスト熊本

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 佐藤　諒宜 ｻﾄｳ ﾏｻｷ ベスト若宮 小6 男子 1分13秒83 2023/02/04

2 大﨑　玲典 ｵｵｻｷ ﾘｮｳｽｹ ベスト若宮 小6 男子 1分15秒21 2023/02/04

3 田中虎太郎 ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ ベスト橋本 小6 男子 1分19秒54 2023/01/28

4 熊埜御堂奏 ｸﾏﾉﾐﾄﾞｳ ｶﾅﾃﾞ ベスト若宮 小6 男子 1分22秒27 2023/02/04

5 吉川　緑風 ﾖｼｶﾜ ﾘｮﾌ ベスト若宮 小6 男子 1分28秒63 2023/02/20

6 中村　和実 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ ベスト若宮 小6 男子 1分36秒61 2023/02/21

7 寺田　琥海 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳ ベスト橋本 小6 男子 1分37秒91 2023/01/25

8 小川　　樟 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳ ベスト則松 小6 男子 1分44秒46 2023/02/27

9 塚原　翔海 ﾂｶﾊﾗ ｼｮｳ ベスト橋本 小6 男子 1分45秒39 2023/02/25

10 廣木皓一朗 ﾋﾛｷ ｺｳｲﾁﾛｳ ベスト古賀 小6 男子 1分48秒41 2023/02/13

11 福岡　蓮凰 ﾌｸｵｶ ﾚｵ ベスト古賀 小6 男子 1分49秒90 2023/01/28

12 玉田　惺真 ﾀﾏﾀﾞ ｾｲﾏ ベスト橋本 小6 男子 1分51秒06 2023/02/22

13 八尋由輝斗 ﾔﾋﾛ ﾕｷﾄ ベスト則松 小6 男子 1分51秒09 2023/02/18

14 北原　滉大 ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ ベスト則松 小6 男子 1分51秒11 2023/02/11

15 大原　優希 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ ベスト橋本 小6 男子 1分53秒65 2023/01/27

16 市之瀬勇己 ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ ベスト則松 小6 男子 1分54秒86 2023/02/08

17 中元　創介 ﾅｶﾓﾄ ｿｳｽｹ ベスト古賀 小6 男子 1分58秒82 2023/02/25

18 重成　翔太 ｼｹﾞﾅﾘ ｼｮｳﾀ ベスト古賀 小6 男子 1分59秒07 2023/02/23

19 大久保瑛治 ｵｵｸﾎﾞ ｴｲｼﾞ ベスト古賀 小6 男子 1分59秒48 2023/02/06

20 山口　雄士 ﾔﾅｸﾞﾁ ﾕｳｼ ベスト古賀 小6 男子 1分85秒01 2023/02/06

21 本田　晴輝 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ ベスト則松 小6 男子 2分13秒41 2023/02/04

学年： 性別： 女子

大会記録： 村上　実理 ベスト若宮

順位 選手名 読み仮名 所属 学年 性別 記録 測定日

1 伊藤　芽以 ｲﾄｳ ﾒｲ ベスト橋本 小6 女子 1分15秒36 2023/01/28

2 坂元裕希乃 ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾉ ベスト若宮 小6 女子 1分21秒80 2023/02/28

3 初田　心祢 ﾊﾂﾀ ｺｺﾈ ベスト橋本 小6 女子 1分22秒55 2023/01/28

4 黒木愛莉香 ｸﾛｷ ｴﾘｶ ベスト若宮 小6 女子 1分24秒79 2023/02/04

5 高橋　一花 ﾀｶﾊｼ ｲﾁｶ ベスト橋本 小6 女子 1分31秒74 2023/01/28

6 蔵岡　愛梨 ｸﾗｵｶ ｴﾘ ベスト若宮 小6 女子 1分33秒71 2023/02/21

7 小橋　碧唯 ｺﾊﾞｼ ｱｵｲ ベスト則松 小6 女子 1分35秒56 2023/02/28

8 渡邉　咲那 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ ベスト若宮 小6 女子 1分41秒38 2023/02/21

9 伊東　美和 ｲﾄｳ ﾐﾜ ベスト橋本 小6 女子 1分42秒72 2023/02/27

10 林　　京桜 ﾊﾔｼ ﾕﾗ ベスト則松 小6 女子 1分44秒62 2023/02/09

11 戸川　優芽 ﾄｶﾞﾜ ﾕﾒ ベスト則松 小6 女子 1分44秒82 2023/02/23

12 大庭ほのか ｵｵﾊﾞ ﾎﾉｶ ベスト則松 小6 女子 1分45秒00 2023/02/11

13 笹田　唯花 ｻｻﾀﾞ ﾕｲｶ ベスト則松 小6 女子 1分50秒53 2023/02/07

14 石橋　可帆 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾎ ベスト則松 小6 女子 1分55秒18 2023/02/25

15 井上　桃華 ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ ベスト則松 小6 女子 1分55秒97 2023/02/22

16 弓　愛里紗 ﾕﾐ ｱﾘｻ ベスト橋本 小6 女子 1分58秒19 2023/01/27

17 松尾　璃恋 ﾏﾂｵ ﾘｺ ベスト則松 小6 女子 2分00秒00 2023/02/16

18 眞砂　結衣 ﾏｻｺﾞ ﾕｲ ベスト則松 小6 女子 2分00秒28 2023/02/03

19 友松　青葉 ﾄﾓﾏﾂ ｱｵﾊﾞ ベスト若宮 小6 女子 2分06秒41 2023/02/15

20 山﨑　心菜 ﾔﾏｻｷ  ｺｺﾅ ベスト古賀 小6 女子 2分21秒29 2023/02/27

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小6

1分07秒89

第16回ベストスイミングクラブグループ通信水泳記録会（2023.1-2）区分別ランキング

BEST SWIMMING CLUB GROUP

100m個人メドレー
小6

1分10秒55


