
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 村山　裕哉 笹川 ○17"27'73 田川　光一 桜 21"49'82 及川　拓真 桜 22"06'47

800Ｍ 女 近藤　那菜 南 11"10'70 井上　すず 山手 12"10'46      　　　　　　　　

平泳 男 吉武　倫太郎 富洲原 ○2"30'68 高田　智輝 三重平 ２”３７’１５ 河野　正樹 常磐 2"50'04

２００Ｍ 女 大山口　彩 八風 2"56'38 世古　千智 三滝 2"56'49 門馬　瞳 常磐 3"03'13

背泳 男 芝﨑　大賀 三重平 2"29'44 清水　航平 富洲原 2"36'29 伊藤　健 大池 2"49'59

２００Ｍ 女 大山口　葵 八風 2"57'49 松岡　かなで 八風 3"08'19 青　日菜子 大池 3"14'12

バタフライ 男 水谷　耕大 常磐 2"20'58 稲田　一聖 三重平 2"34'65 中島　広裕 桜 3"57'25

２００Ｍ 女 川口　真佑奈 菰野 2"44'14 池田　ひまり 桜 2"51'71 後藤　美香 山手 2"55'65

自由形 男 伊藤　達哉 富洲原 2"31'48 野田　将希 八風 2"35'57 田中　大二朗 橋北 2"38'02

２００Ｍ 女 松岡　舞海 朝明　 2"41'41 西浦　舞 暁 2"43'27 折戸　麗樺 山手 3"04'75

自由形 男 松下　健太 港 26'74 水谷　和樹 富田 27'87 井上　誠也 南 27'91

５０Ｍ 女 門脇　未来 菰野 29'74 阿部　綾乃 常磐 30'02 森　ひなの 港 31'16

平泳 男 矢田　滉樹 笹川 44'86 石川　　遊 桜 55'02 大屋　海人 桜 56'97

５０Ｍ 女 荒川　慧 三重平 55'58      　　　　　　　　      　　　　　　　　

メドレーＲ 男 富洲原 富洲原 4"35'98 三重平 三重平 4"37'54 常磐 常磐 4"52'58

４００Ｍ 女 山手 山手 5"46'59 暁 暁 5"46'83 桜 桜 5"58'98

個人メドレー 男 稀代　康太 羽津 2"30'10 上田　渓太郎 桜 2"32'52 樋口　凱 富洲原 2"35'74

２００Ｍ 女 宇佐見　志穂 保々 2"56'23 石﨑　明日香　 山手 3"09'27 折戸　麗樺 山手 3"33'25

個人メドレー 男 稀代　康太 羽津 5"17'00 上田　渓太郎 桜 5"23'52 松岡  波輝 朝明　 6"04'38

４００Ｍ 女      　　　　　　　　      　　　　　　　　      　　　　　　　　

自由形 男 田川　光一 桜 5"26'72 田中　滉一郎 桜 5"28'21 及川　拓真 桜 5"28'71

４００Ｍ 女 近藤　那菜 南 5"30'47 松岡　舞海 朝明　 5"41'79      　　　　　　　　

自由形 男 松下　健太 港 57'19 村山　裕哉 笹川 57'48 横田　一摩 朝日 1"02'47

１００Ｍ 女 阿部　綾乃 常磐 1"05'31 門脇　未来 菰野 1"06'17 難波　美羽 笹川 1"06'75

平泳 男 吉武　倫太郎 富洲原 ○1"09'15 高田　智輝 三重平 1"12'66 河野　正樹 常磐 1"19'45

１００Ｍ 女 大山口　彩 八風 1"21'94 世古　千智 三滝 1"22'45 門馬　瞳 常磐 1"27'08

背泳 男 芝﨑　大賀 三重平 １”０７’９３ 清水　航平 富洲原 1"11'86 横田　一摩 朝日 1"12'92

10０Ｍ 女 坂井　菜那子 暁 1"22'90 松岡　かなで 八風 1"24'33 大山口　葵 八風 1"24'41

バタフライ 男 水谷　耕大 常磐 1"05'82 樋口　凱 富洲原 1"09'22 稲田　一聖 三重平 1"09'57

１００Ｍ 女 川口　真佑奈 菰野 1"11'81 後藤　美香 山手 1"16'54 池田　ひまり 桜 1"21'11

背泳 男 伊藤　裕馬 中部 ○35'80 木村　光佑 桜 40'45 矢田　滉樹 笹川 44'63

５０Ｍ 女      　　　　　　　　      　　　　　　　　      　　　　　　　　

バタフライ 男 林　朋広 南 44'66 高崎　航大 桜 1"10'10      　　　　　　　　

５０Ｍ 女 山崎　花菜 常磐 47'03      　　　　　　　　      　　　　　　　　

リレー 男 富洲原 富洲原 4"10'19 常磐 常磐 4"17'40 富田 富田 4"34'16

４００Ｍ 女 暁 暁 4"54'95 山手 山手 5"07'34 桜 桜 5"33'91

種目 １位 ２位 ３位

〇は大会新記録

水泳競技　個人の部


