
※は新記録

名前 学校名 タイム 名前 学校名 タイム 名前 学校名 タイム

自由形1500Ｍ 男 鷲野　壮平 常磐 ※18-17-90

800Ｍ 女 伊藤　宏夏 大池 10-23-02 中田　　萌 桜 10-45-62 掛下智恵香 羽津 12-37-18

平泳 男 金谷　優気 八風 2-58-33 加藤　光貴 常磐 3-01-68 大木　康平 桜 3-07-79

２００Ｍ 女 竹内　　薫 南 2-57-43 野村　美咲 羽津 2-58-12 菱田　えり 富田 3-03-05

背泳 男 加藤　誠基 海星 2-36-26 寺前　風輝 南 2-41-32 川北　鉄平 菰野 2-52-20

２００Ｍ 女 遠藤　未紗 内部 2-39-79 高木　麻帆 菰野 2-40-26 伊戸　詩織 富洲原 2-41-46

バタフライ 男 鷲野　壮平 常磐 2-31-39 佐藤　崇暁 港 2-33-63 中川　大夢 菰野 2-37-43

２００Ｍ 女 加藤　文香 大池 2-27-51 井手之上恵里 桜 2-31-62 鈴木　成美 楠 2-33-43

自由形 男 竹澤　信哉 三重平 2-18-03 上村　太成 西笹川 2-33-27 後藤　教嘉 山手 2-33-36

２００Ｍ 女 廣田　菫 笹川 2-31-30 慶徳　麻希 内部 2-31-47 杉本　菜摘 中部 2-37-25

自由形 男 名田　章吾 桜 29-50 市川　和輝 富洲原 29-64 服部　敦是 西笹川 29-68

５０Ｍ 女 上島真弓子 暁 30-97 芦田　恵子(2位) 羽津 31-61 北村佳世(2位) 暁 31-61

平泳 男 市川　和輝 富洲原 38-86 中尾　裕太 塩浜 41-10 白根　大也 南 41-40

５０Ｍ 女 蛭川　紗帆 笹川 45-51 桝井　千穂 常磐 51-35 浜田しお梨 常磐 51-54

メドレーＲ 男 桜 5-26-61 西笹川 5-30-88 山手 5-49-39

４００Ｍ 女 桜 5-13-92 大池 5-21-62 内部 5-23-46

個人メドレー 男 大平　幸輝 西笹川 2-41-66 後藤　教嘉 山手 2-46-76 田中　康雄 常磐 2-49-23

２００Ｍ 女 伊関　里帆 菰野 2-43-85 名田悠紀子 桜 2-56-20 平尾　瑞希 三滝 2-56-62

個人メドレー 男 大平　幸輝 西笹川 5-44-63

４００Ｍ 女 伊関　里帆 菰野 5-48-51 後藤　南美 朝日 6-22-73 服部紗緒里 大池 6-54-51

自由形 男 服部　敦是 西笹川 6-02-41 打田　将也 山手 6-06-13

４００Ｍ 女 伊藤　宏夏 大池 4-57-54 中田　　萌 桜 5-11-22 北村　佳世 暁 5-41-99

自由形 男 竹澤　信哉 三重平 1-00-74 上村　太成 西笹川 1-08-73 名古　匡志 内部 1-11-60

1００Ｍ 女 芦田　恵子 羽津 1-08-36 平尾　瑞希 三滝 1-08-82 上島真弓子 暁 1-08-83

平泳 男 名田　章吾 桜 1-20-47 金谷　優気 八風 1-21-30 加藤　光貴 常磐 1-22-80

１００Ｍ 女 竹内　　薫 南 1-20-44 川村　悦子 南 1-22-06 野村　美咲 羽津 1-22-74

背泳 男 加藤　誠基 海星 1-10-77 寺前　風輝 南 1-15-84 岡　　頼良 塩浜 1-20-33

１００Ｍ 女 伊戸　詩織 富洲原 1-12-09 高木　麻帆 菰野 1-13-96 遠藤　未紗 内部 1-15-34

バタフライ 男 佐藤　崇暁 港 1-06-87 中川　大夢 菰野 1-09-78 人見　直己 朝明 1-20-38

１００Ｍ 女 加藤　文香 大池 1-05-31 井手之上恵里 桜 1-07-24 鈴木　成美 楠 1-11-38

背泳 男 三羽　雄万 西笹川 49-85 阿部　絋和　 桜 1-16-59

５０Ｍ 女 小谷　美瑚 暁 38-34 仁保　祐香 西笹川 44-47 山口ありな 羽津 53-05

バタフライ 男 森　　将人 西笹川 47-44

５０Ｍ 女

リレー 男 桜 4-42-07 西笹川 4-47-98 山手 5-13-62

４００Ｍ 女 大池 4-39-30 桜 4-39-66 内部 4-54-07

水泳競技　個人の部

１位 ２位 ３位
種目


