
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 森寺　晃平 常磐 18'40"14 難波　諒 暁 19'12"48 橋本　晃佑 富田 20'18"80

800Ｍ 女 徳永　綾佳 桜 13'43"77 田中　亜実 西笹川 14'52"87      　　　　　　　　

平泳 男 加納　直 常磐 2'43"43 加藤　遼亮 内部 2'49"31 伊藤　玄貴 大池 2'58"58

２００Ｍ 女 山本　紗也果 八風 2'55"15 野村　瞳美 羽津 2'58"10 森寺　紗代 常磐 3'02"73

背泳 男 森　陽也 桜 2'22"39 ◎ 川瀬　裕斗 中部 2'36"41 後藤　優拓 塩浜 2'46"43

２００Ｍ 女 上原　未夢 内部 2'42"65 中島　美香 暁 2'49"81 井髙　由貴 菰野 2'58"38

バタフライ 男 捫垣　勝哉 桜 2'40"99 坂中　健人 羽津 2'47"21 小鷹　悠 富田 2'47"99

２００Ｍ 女 山添　桐佳 大池 3'20"63

自由形 男 山本　雄大 海星 2'08"89 埜口　雄史 常磐 2'10"87 捫垣　勝哉 桜 2'19"60

２００Ｍ 女 駒田　明日香 港 2'18"71 坂井　真鈴 朝日 2'32"31 浅川　琴美 桜 3'15"71

自由形 男 荒木　優介 暁 25"31 ◎ 梅谷　健太 朝明 26"71 難波　暉 常磐 26"92

５０Ｍ 女 清水　美沙 楠 31"64 藤田　侑 羽津 32"25 小池　里咲 常磐 34"39

平泳 男 豊田　大地 三重平 45"44 河田　健志 桜 51"53 金田　翔太 桜 58"80

５０Ｍ 女 羽田　美咲 大池 47"12

メドレーＲ 男 常磐 常磐 4'40"72 ◎ 桜 桜 5'01"21 内部 内部 5'10"67

４００Ｍ 女 西笹川 西笹川 5'56"16 桜 桜 6'36"74

個人メドレー 男 山本　雄大 海星 2'25"43 平谷　智永 南 2'36"48 荒木　雄太 富田 2'42"57

２００Ｍ 女 石田　くるみ 西笹川 2'39"60 森寺　紗代 常磐 2'48"54 大平　真凛 西笹川 2'56"58

個人メドレー 男 平谷　智永 南 5'27"95 難波　諒 暁 5'35"19 荒木　雄太 富田 6'01"60

４００Ｍ 女

自由形 男 森寺　晃平 常磐 4'45"83 久保田　大登 楠 4'56"43 橋本　晃佑 富田 5'03"98

４００Ｍ 女 駒田　明日香 港 4'52"58 坂井　真鈴 朝日 5'18"30 徳永　綾佳 桜 6'22"50

自由形 男 荒木　優介 暁 58"21 難波　暉 常磐 59"01 梅谷　健太 朝明 1'00"80

１００Ｍ 女 鈴木　萌 三滝 1'10"55 松下　茉利奈 港 1'20"38 長田　真緒 西笹川 1'27"11

平泳 男 加納　直 常磐 1'14"66 加藤　遼亮 内部 1'17"03 北澤　聡 朝明 1'20"89

１００Ｍ 女 石田　くるみ 西笹川 1'20"86 山本　紗也果 八風 1'21"61 野村　瞳美 羽津 1'21"98

背泳 男 森　陽也 桜 1'05"02 ◎ 川瀬　裕斗 中部 1'11"95 後藤　優拓 塩浜 1'17"08

10０Ｍ 女 上原　未夢 内部 1'17"44 中島　美香 暁 1'18"04 井髙　由貴 菰野 1'25"81

バタフライ 男 小鷹　悠 富田 1'10"29 坂中　健人 羽津 1'10"58 久保田　大登 楠 1'14"58

１００Ｍ 女 鈴木　萌 三滝 1'22"74 山添　桐佳 大池 1'32"93 佐野　香織 桜 1'48"99

背泳 男 山内　雄貴 暁 52"58 立木　大資 山手 1'00"62      　　　　　　　　

５０Ｍ 女

バタフライ 男

５０Ｍ 女

リレー 男 常磐 常磐 4'12"04 内部 内部 4'33"71 中部 中部 4'38"51

４００Ｍ 女 西笹川 西笹川 5'13"96 桜Ｂ 桜 6'05"08      　　　　　　　　

１位 ２位 ３位

水泳競技　個人の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎は大会新記録

種目


