
「第58回東伯郡民体育大会」競技結果をお知らせします。

【団体】※出場種目のみ 【個人】※上位者のみ、敬称略
種目 結果 所属 種目 結果 氏名（所属）

成年 4位 4年以下50m自由形 優勝 向井悠斗（南小）
30歳以上 4位 4年以下50mバタフライ 準優勝 吉田　匠（東小）
40歳以上 3位 4年以下50m背泳ぎ 準優勝 寺坂唯吹（東小）
50歳以上 3位 優勝 藤井淳矢（南小）
60歳以上 準優勝 3位 米沢早弥翔（東小）
小200mメドレーリレー 準優勝 東小 成年50m自由形 準優勝 藤原将希
小学生200mリレー 3位 東小 成年50m背泳ぎ 優勝 藤原将希
60歳以上 3位 40代50m背泳ぎ 優勝 藤原彰二
5年リレー 優勝 西小 50代50m自由形 3位 吉田弘幸
成年1部 3位 50代50m背泳ぎ 3位 吉田弘幸
成年2部 準優勝 60代50m背泳ぎ 準優勝 吉野勇雄
成年3部 4位 4年以下50mバタフライ 優勝 岩山瑠奈（東小）
成年4部 3位 4年以下50m背泳ぎ 3位 米原妃那子（南小）
成年5部 3位 5年50mバタフライ 優勝 西垣七織（東小）
成年6部 4位 5年50m背泳ぎ 3位 津村薫美（東小）
共通年代別リレー 準優勝 5年50m平泳ぎ 優勝 津村千尋（西小）

女子 成年2部 3位 6年50mバタフライ 3位 大坂菜摘（東小）
成年 優勝 6年50m平泳ぎ 3位 津村莉那（東小）
シニア 優勝 中学1年200m個人メドレー 優勝 遠藤里奈（湯梨浜中）

ソフトボール 男子 成年 準優勝 中学1年100m自由形 準優勝 高野玲奈（三朝中）
少年C 予選敗退 スポ少 中学1年100mバタフライ 優勝 高野玲奈（三朝中）
少年B 初戦敗退 三朝中 中学2・3年100mバタフライ 準優勝 遠藤里歩（湯梨浜中）
成年 優勝 中学1年100m背泳ぎ 優勝 遠藤里奈（湯梨浜中）

成年1部 準優勝 60代50m平泳ぎ 優勝 岩本京子
成年2部 3位 5年100m 優勝 相生敦海（西小）

優勝 東小 小学生800m 準優勝 岩本龍樹（西小）
初戦敗退 西小 小学生走り高跳び 3位 山本　蓮（西小）

成年 初戦敗退 小学生走り幅跳び 3位 谷本　光（南小）
婦人 準優勝 小学生ボール投げ 準優勝 吉村　心（西小）
少年C 準優勝 スポ少 成年1部800m 3位 山本勇樹
成年2部 3位 成年2部100m 優勝 福松勇希
少年C 初戦敗退 スポ少 成年2部走り幅跳び 優勝 福松勇希
成年1部 初戦敗退 成年3部800m 3位 山本　忍
成年1部 3位 成年3部砲丸投げ 3位 河中丈正
成年2部 優勝 成年4部1500m 準優勝 米澤寛一

混成 準優勝 成年4部砲丸投げ 優勝 前原幸健
テニス 男子 成年 3位 準優勝 早苗睦巳

男子 成年 優勝 3位 河村明浩
女子 小学生 ベスト8 共通5000m 優勝 河原　拓

卓球 男子 成年2部 初戦敗退 6年100m 準優勝 岡﨑　汀（西小）
キックボール 女子 準優勝 小学生走り高跳び 優勝 岡﨑　汀（西小）

男子 4位 小学生ボール投げ 準優勝 牧田彩花（西小）
女子 5位 成年2部砲丸投げ 優勝 清水良子
男子 4位 50歳未満 準優勝 山根裕幸
女子 4位 60歳未満 優勝 松原照宗
男子 優勝
女子 準優勝

少年C 3位 スポ少
成年 3位

女子 成年 3位
銃剣道 男子 優勝
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女子 3位
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