
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今後の大会予定☆ 
 

１０月２７日（土）  

第１８回千葉県秋季水泳競技大会  

（千葉県国際総合水泳場） 

 

 

１０月度 ユアー我孫子選手広報 
第３１回千葉県スプリント選手権水泳競技大会 

平成２５年９月２８日(土）・２９日（日） 

 千葉県国際総合水泳場（長水路） 千葉県の５０ｍの競技 No.1 を決める大会で、県内から６８チーム・９６３名の選手が

参加し、我孫子チームも 23 名の選手達が出場し、全力で 2 日間闘いました！！！ 

５０ｍ自由形 
男子１０歳以下区分 

瀧井 悠貴選手 32 秒 55 

登松 大和選手 36 秒 03 

横倉 柊人選手 37 秒 63 

高田 怜志選手 38 秒 35 

田村  泰選手 39 秒 37 

女子１０歳以下区分 

中山 桃選手  34 秒 21 

小松原未海選手 35 秒 19 

平野 絢弓選手 35 秒 14 

 

男子 11・12 歳区分 

横倉 海斗選手 30 秒 65 

及川  徹選手 33 秒 22 

小野竜之介選手 33 秒 79 

浅井 駿太選手 34 秒 50 

渡邊 風芽選手 34 秒 93 

女子１１・1２歳区分 

平野 千尋選手 35 秒 56 

 

男子 13・14 歳区分 

久保田開人選手 27 秒 43 

浅井 壮太選手 29 秒 18 

鈴木 勝正選手 31 秒 28 

長谷川翔大選手 31 秒 46 

百崎 大翔選手 32 秒 13 

５０ｍ背泳ぎ 
男子１０歳以下区分 

瀧井 悠貴選手 36 秒 87 

登松 大和選手 43 秒 54 

 

女子１０歳以下区分 

宮坂 茉優選手 39 秒 21 

平野 絢弓選手 41 秒 04 

 

男子 11・12 歳区分 

横倉 海斗選手 35 秒 64 

吉岡 裕人選手 41 秒 26 

浅井 駿太選手 41 秒 34 

女子１3・14 歳区分 

高橋 音羽選手 38 秒 27 

 

男子 13・14 歳区分 

久保田開人選手 30 秒 80 

浅井 壮太選手 33 秒 99 

 

 

５０ｍ平泳ぎ 
男子１０歳以下区分 

登松 大和選手 42 秒 50 

田村  泰選手 49 秒 81 

女子１０歳以下区分 

宮坂 茉優選手 44 秒 57 

 

 

男子 11・12 歳区分 

及川  徹選手 44 秒 57 

渡邊 風芽選手 46 秒 02 

吉岡 裕人選手 46 秒 54 

 

女子１3・14 歳区分 

高橋 音羽選手 39 秒 68 

 

男子 13・14 歳区分 

久保田開人選手 35 秒 74 

浅井 壮太選手 39 秒 39 

百崎 大翔選手 39 秒 91 

男子 1５歳以上区分 

吉岡 大輝選手 36 秒 64 

５０ｍバタフライ 
男子１０歳以下区分 

瀧井 悠貴選手 36 秒 10 

高田 怜志選手 45 秒 95 

横倉 柊人選手 47 秒 58 

 

女子１０歳以下区分 

中山  桃選手 38 秒 56 

小松原未海選手 39 秒 15 

 

 

男子 11・12 歳区分 

横倉 海斗選手 36 秒 51 

及川  徹選手 37 秒 86 

浅井 駿太選手 38 秒 61 

 

女子１１・1２歳区分 

平野 千尋選手 40 秒 00 

 

男子 13・14 歳区分 

久保田開人選手 29 秒 29 

浅井 壮太選手 31 秒 01 

百崎 大翔選手 34 秒 38 

今後も県内外の大会に多くの選手達が出場致します！！！ 

今後とも皆様の応援を宜しくお願い致します！！！ 

 

今大会でも我孫子チームの選手達が大健闘し、

上位入賞した選手達をご紹介致します！！！ 

 

千葉県の５０ｍの競技 No.1 を決める大会で、県内から●●

チーム・●●●名の選手が参加し、我孫子チームも 23 名の

選手達が出場し、全力で 2 日間闘いました！！！ 

瀧井 悠貴選手 

５０ｍ背泳ぎ 第４位 

５０ｍ自由形 第 10 位 

久保田開人選手 

５０ｍ背泳ぎ 第７位 

入賞まであとわずか！！！ 

注目選手の紹介をします！ 

宮坂 茉優選手 登松 大和選手 

登松選手のコメント 

JO のタイムを突破できるように

次の大会も頑張ります！！！ 

 

男子 1５歳以上区分 

吉岡 大輝選手 3２秒 35 

宮坂選手のコメント 

大会でもっといいタイムが出せる

ようにこれからの練習がんばって

いきます！！！ 

 


