
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 神鳥　傑 山手 17分28秒74      　　　　　　　　      　　　　　　　　

800M 女 児玉　千桜 山手 10分31秒28 川村　優奈 南 12分10秒21 服部　稜歩 南 12分56秒85
平泳 男 前川　涼賀 富洲原 2分35秒13 大田　翔 西朝明 2分36秒71 谷口　空 三滝 2分36秒74
200M 女 世古　万琴 三滝 2分42秒15 池田　りんか 桜 2分46秒11 近藤　日菜乃 暁 2分55秒46
背泳 男 坂倉　大翔 桜 2分33秒26 山田　航 三滝 2分34秒43 寺嶋　文孝 山手 3分09秒65
200M 女 相馬　汐里 桜 2分38秒39 川瀬　陽未 三滝 2分42秒27 鶴羽　碧乃 山手 2分44秒81
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 男 末谷　克樹 常磐 2分26秒17 田中　恭平 羽津 2分53秒55 原　秀太 山手 3分12秒77
200M 女 加藤　夏鈴 南 2分38秒45 山本　結里奈 大池 2分56秒16 鈴木　菜華 西朝明 2分59秒42
自由形 男 久保　裕二 富洲原 2分10秒41 武田　健翔 八風 2分13秒58 脇坂　真亜久 大池 2分15秒83
200M 女 小井　香乃 羽津 2分15秒87 杉本　怜菜 西朝明 2分23秒25 小澤　知紘 山手 2分30秒48
自由形 男 森　祐希 朝日 26秒49 近藤　朔実 南 26秒89 西川　颯太 八風 28秒22

50M 女 中尾　唯 羽津 28秒89 野々部　琴音 内部 29秒81 伊藤　春菜 三重平 30秒48
平泳 男 村田　遥都 山手 45秒77 平間　空良 山手 49秒24 増田　陽斗 桜 1分01秒63
50M 女 米山　悠花 西笹川 54秒42      　　　　　　　　      　　　　　　　　

ﾒﾄﾞﾚｰR 男 川越 川越 4分57秒72 大池 大池 5分01秒07 山手 山手 5分13秒56
400M 女 三滝 三滝 5分04秒33 桜 桜 5分08秒98 山手 山手 5分15秒22

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 男 臼井　春翔 内部 2分23秒51 堀田　晃央 大池 2分25秒62 藤田　真生 富田 2分36秒06
200M 女 山木　華恋 橋北 2分29秒19 後藤　那智 桜 2分33秒12 下濱　陽菜乃 楠 2分44秒18

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 男 山本　恵太 三重平 ○5分03秒50 堀田　晃央 大池 5分18秒75 藤田　真生 富田 5分41秒36
400M 女 後藤　那智 桜 5分22秒25 下濱　陽菜乃 楠 5分41秒84      　　　　　　　　
自由形 男 神鳥　傑 山手 4分27秒46 脇坂　真亜久 大池 4分48秒89 石川　祐樹 川越 5分05秒51
400M 女 児玉　千桜 山手 5分09秒44 内藤　美波 朝明 5分30秒31 川村　優奈 南 5分50秒09
自由形 男 久保　裕二 富洲原 58秒02 近藤　朔実 南 58秒80 武田　健翔 八風 1分00秒83
100M 女 小井　香乃 羽津 ○1分01秒68 中尾　唯 羽津 1分02秒38 野々部　琴音 内部 1分06秒72
平泳 男 谷口　空 三滝 1分10秒85 大田　翔 西朝明 1分12秒64 前川　涼賀 富洲原 1分12秒87
100M 女 池田　りんか 桜 ○1分14秒97 世古　万琴 三滝 1分17秒95 近藤　日菜乃 暁 1分22秒99
背泳 男 山田　航 三滝 1分09秒87 坂倉　大翔 桜 1分11秒74 木戸　祐斗 南 1分13秒65
100M 女 山木　華恋 橋北 ○1分10秒07 相馬　汐里 桜 1分15秒39 川瀬　陽未 三滝 1分15秒59
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 男 山本　恵太 三重平 1分02秒80 臼井　春翔 内部 1分05秒45 末谷　克樹 常磐 1分05秒94
100M 女 加藤　夏鈴 南 1分08秒40 山口　史 暁 1分17秒40 山本　結里奈 大池 1分20秒03
背泳 男 増田　壮吾 常磐 51秒05      　　　　　　　　
50M 女 堀　ゆきな 山手 42秒09 石野　日和 常磐 46秒50      　　　　　　　　

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 男 佐藤　樹 山手 49秒01
50M 女      　　　　　　　　
ﾘﾚｰ 男 川越 川越 4分14秒65 大池 大池 4分15秒15 山手 山手 4分25秒76
400M 女 三滝 三滝 4分33秒58 山手 山手 4分39秒27 桜 桜 4分52秒89

水泳競技　個人の部　　　　　　　　　　　　〇は大会新記録
種目 １位 ２位 ３位


