
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 堀口　大志 桜中 23'23"38

800M 女 桐生　智奈子 朝明中 10'17"16 阿部　綾乃 常磐中 10'33"73 井上　ねね 山手中 11'28"41
平泳 男 谷口　卓 三滝中 2'33"57 林　航汰 西陵中 2'52"95 大田　翔 西朝明中 2'53"43
200M 女 池田　りんか 桜中 2'51"59 世古　万琴 三滝中 2'53"45 下濱　陽菜乃 楠中 2'59"77
背泳 男 松岡  波輝 朝明中 2'37"07 舟木　大翔 羽津中 2'40"69 土岐　玲温 常磐中 2'41"17
200M 女 小澤　茉紘 山手中 2'47"68 小亀　明華 西笹川中 2'49"63 黒田　真菜 常磐中 2'53"48

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 男 藤原　光汰 常磐中 2'31"43 大平　一嘉 富洲原中 2'40"10 堀口　大河 桜中 2'45"10
200M 女 桐生　智奈子 朝明中 2'44"11 山下　彩名 笹川中 2'46"88 池田　ひまり 桜中 2'47"54

自由形 男 保坂　樹 港中 2'13"35 野田　将希 八風中 2'20"88 上田　琳平 三滝中 2'25"60
200M 女 伊藤　香乃 大池中 ○2'13"41 小井　香乃 羽津中 2'14"91 中尾　唯 羽津中 2'18"98

自由形 男 伊藤　裕馬 中部中 26"52 後藤　綾我 内部中 27"75 保坂　樹 港中 27"79
50M 女 伊藤　百花 菰野中 28"92 阿部　綾乃 常磐中 30"18 野々部　琴音 内部中 30"82
平泳 男 鈴木　大稀 川越中 50"48 吉田　優人 山手中 50"67 橋本　幸士朗 山手中 50"79
50M 女 古川　蒼梨 富田中 40"85 八代　茉美 内部中 54"74 杉野　小百合 山手中 1'16"57

ﾒﾄﾞﾚｰR 男 常磐中 常磐中 4'48"08 山手中 山手中 5'03"11 桜中 桜中 5'03"65
400M 女 桜中 桜中 5'09"78 南中 南中 5'33"69 三滝中 三滝中 5'41"69

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 男 山本　恵太 三重平中 2'25"87 神鳥　傑 山手中 2'36"67 松尾　尊 桜中 2'37"79
200M 女 柏木　咲穂 楠中 2'51"01 諸戸　彩夏 内部中 2'57"25 鶴羽　碧乃 山手中 2'59"64

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 男 松尾　尊 桜中 5'39"80 福井　賢太郎 山手中 6'41"26 森　　雄翔 桜中 7'19"42
400M 女

自由形 男 山本　恵太 三重平中 4'36"17 神鳥　傑 山手中 4'55"07 福井　賢太郎 山手中 5'44"60
400M 女 内藤　美波 朝明中 5'16"54 井上　ねね 山手中 5'41"51 水草　咲良 桜中 8'56"81

自由形 男 伊藤　裕馬 中部中 59"01 谷森　元持 羽津中 1'01"21 別所　輝 常磐中 1'02"00
100M 女 小井　香乃 羽津中 ○1'01"96 伊藤　百花 菰野中 ○1'02"42 伊藤　香乃 大池中 ○1'02"97
平泳 男 谷口　卓 三滝中 ○1'08"10 林　航汰 西陵中 1'19"61 堀田　宙夢 大池中 1'20"33
100M 女 池田　りんか 桜中 1'20"35 世古　万琴 三滝中 1'22"34 下濱　陽菜乃 楠中 1'23"72
背泳 男 山本　真司 朝日中 1'10"57 後藤　綾我 内部中 1'11"93 舟木　大翔 羽津中 1'13"81
100M 女 一木　咲花 西朝明中 1'17"63 小澤　茉紘 山手中 1'18"04 黒田　真菜 常磐中 1'18"40

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 男 藤原　光汰 常磐中 1'06"29 大平　一嘉 富洲原中 1'06"37 堀口　大河 桜中 1'13"58
100M 女 加藤　夏鈴 南中 1'13"80 池田　ひまり 桜中 1'15"52 柏木　咲穂 楠中 1'15"99
背泳 男 木下　弥頼 山手中 43"30 橋本　幸士朗 山手中 54"78 福本　祐真 山手中 58"19
50M 女 松野　鈴子 暁中 43"36

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 男 赤瀬　奏斗 大池中 37"19 木戸　祐斗 南中 37"41 板倉　怜央 山手中 50"61
50M 女 杉野　小百合 山手中 1'14"17
ﾘﾚｰ 男 常磐中 常磐中 4'19"06 山手中 山手中 3'36"13 南中 南中 4'45"30

４００Ｍ 女 桜中 桜中 4'39"07 常磐中 常磐中 4'45"12 山手中 山手中 4'51"89
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