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     …全力で泳ぎ、全力で応援した種小っ子… 
 

１月２８日（土）に行われた第１１回洋野町冬季水泳大会では、所属は

それぞれ「種市小学校」や「トリプルＳ」、「水泳協会」と、チーム名は別

であっても１年生から６年生までの多くの種小っ子が参加しました。 

種小っ子達は、今までの練習の成果を発揮し、種小っ子の財産でもある

「最後までやり抜く姿」、「みんなで励まし合う姿」を十分に発揮し、たく

さんの優勝を果たすなど今年度の大会でも大健闘しました。 

 

 

出場種目 順位 名 前（学年） 所属･チーム名 記 録 

３年以下女子 

２５ｍビート板 

 

 

 

 

２位 澤口 心那（２） 種市小学校 ２７秒９ 

４位 柳澤  颯（１） 水 泳 協 会 ２８秒８ 

５位 高城 妃沙（３） 種市小学校 ３１秒０ 

６位 北山 結衣（３） 種市小学校 ３１秒３ 

８位 北山 璃菜（１） 種市小学校 ３３秒８ 

10 位 三浦 結愛（１） 水 泳 協 会 ３６秒８ 

３年以下男子 

ビート板２５ｍ 

 

 

 

 

３位 續石 逞仁（２） 水 泳 協 会 ２８秒４ 

５位 大入 一朗（１） 水 泳 協 会 ２９秒６ 

６位 江刈 宏太（２） 水 泳 協 会 ２９秒８ 

10位 大崎 祐成（１） 種市小学校 ３２秒０ 

11位 奥谷 俊輔（２） 種市小学校 ３３秒４ 

12位 坂下 琉斗（１） 水 泳 協 会 ３３秒６ 

小学生女子 

バタフライ５０ｍ 

１位 大久保玲音（５） 種市小学校 ４２秒６ 

２位 関端あかり（６） 種市小学校 ４７秒１ 

小学生男子 

バタフライ５０ｍ 

１位 小山 翔大（２） トリプルＳ ５０秒４ 

３位 澤田 隼人（５） 種市小学校 １分３３秒６ 

 

 

 

 

いきいき種小っ子の成績 

№ ８０４ 

２８年度・第１０１号 

大石君の力強い宣誓で

競技が開始されました 

第４泳者の関端さんのゴール 

を待ちながら応援を送るする、 

リレーメンバー達 

水泳協会会長賞を受賞した 

大石君には、大きな「会長

賞」が渡されました。 



 

出場種目 順位 名 前（学年） 所属･チーム名 記 録 

小学生女子 

背泳ぎ５０ｍ 

１位 濱渡 祥世（４） 種市小学校 ４９秒９ 

３位 北山 結衣（３） 種市小学校 １分１０秒０ 

小学生男子 

背泳ぎ５０ｍ 

1位 大石 隼人（６） 種市小学校 ４０秒１ 

３位 澤田 隼人（５） 種市小学校 １分２９秒０ 

３年以下女子 

平泳ぎ２５ｍ 

1位 澤口 心那（２） 種市小学校 ３１秒０ 

３位 高城 妃沙（３） 種市小学校 ４６秒３ 

３年以下 

男子平泳ぎ２５ｍ 

１位 小山 翔大（２） トリプルＳ ２５秒０ 

２位 大崎 祐成（１） 種市小学校 ４３秒７ 

４年生女子平泳ぎ５０ｍ ２位 濱渡 祥世（４） 種市小学校 １分０２秒２ 

４年生男子平泳ぎ５０ｍ １位 北澤 大和（４） 種市小学校 ５９秒５ 

５年生女子平泳ぎ５０ｍ １位 大久保玲音（５） 種市小学校 ５１秒２ 

６年生女子平泳ぎ５０ｍ １位 関端あかり（６） 種市小学校 ４８秒９ 

６年男子平泳ぎ５０ｍ 1位 大石 隼人（６） 種市小学校 ４５秒８ 

３年以下女子 

自由形２５ｍ 

１位 澤口 心那（２） 種市小学校 ２２秒８ 

３位 高城 妃沙（３） 種市小学校 ２５秒８ 

４位 北山 結衣（３） 種市小学校 ２６秒０ 

３年以下男子 

自由形２５ｍ 

１位 小山 翔大（２） トリプルＳ １９秒０ 

６位 大崎 祐成（１） 種市小学校 ３２秒７ 

７位 奥谷 俊輔（２） 種市小学校 ３９秒１ 

４年女子 

自由形５０ｍ 

１位 濱渡 祥世（４） 種市小学校 ４２秒２ 

３位 大入 蒼生（４） 水 泳 協 会 ４４秒７ 

４年男子自由形５０ｍ ２位 北澤 大和（４） 種市小学校 ４５秒０ 

５年女子自由形５０ｍ 1位 大久保玲音（５） 種市小学校 ３９秒５ 

５年男子自由形５０ｍ ４位 澤田 隼人（５） 種市小学校 １分００秒７ 

６年女子自由形５０ｍ 1位 関端あかり（６） 種市小学校 ４１秒５ 

６年男子自由形５０ｍ 1位 大石 隼人（６） 種市小学校 ３５秒０ 

女子ビート板 

１００ｍリレー 

２位 
高城妃沙、北山璃菜 

澤口心那、北山結衣 
種市小学校 ２分０５秒５ 

＊柳澤 颯さんは「水泳協会」チームで参加し、チームは優勝しました 

＊三浦結愛さんは、混合チームの一員で参加しました。 

男子ビート板 

１００ｍリレー 

１位 
江刈宏太、大入一朗 

他２名は他校の児童 
水 泳 協 会Ａ １分５５秒６ 

２位 
續石逞仁、坂下琉斗 

他２名は他校の児童 
水 泳 協 会Ｂ ２分０８秒６ 

小学生女子 

２００ｍリレー 

１位 
濱渡祥世、高城妃沙 

大久保玲音、関端あかり 
種市小学校 ３分０１秒６ 

   ＊大入蒼生さんは、混合チームの一員として参加しました。 

小学生男子 

２００ｍリレー 

２位 
澤田隼人、北澤大和 

大崎祐成、大石隼人 
種市小学校 ３分４０秒３ 

＊小山翔太さんは、混合チームの一員として参加しました。 
 

種小の選手だけでなく、他校からの参加選手にも最後まで大きな拍手を送っていた「種小っ子」達。 

水泳を通して「体」だけでなく、「心」も大きく成長している種小っ子達でした。 


