
種目 名前 学校 タイム 名前 学校 タイム 名前 学校 タイム

個人メドレー 200 臼井　春翔 内部 ○2分22秒00 野田　翔紀 富洲原 2分34秒04 後藤　大知 港 3分29秒77

自由形 400 菱川　勘汰 山手 5分27秒97

平泳ぎ 200 山村　勇翔 三滝 2分45秒34 村田　遥都 山手 3分09秒32 平間　空良 山手 3分30秒37

バタフライ 200 石川　祐樹 川越 2分29秒08

背泳ぎ 200 長谷　悠翔 笹川 2分46秒76 前川　光翼 保々 3分01秒74
メドレーリレー 200 2分20秒25 2分20秒49 2分31秒77

自由形 200 脇坂　真亜久 大池 2分08秒71 田畑　賢 八風 2分20秒64 白井　亮 八風 2分24秒83

平泳ぎ 100 山村　勇翔 三滝 1分16秒79 村田　遥都 山手 1分26秒36 眞弓　幸己 笹川 1分28秒58

バタフライ 100 石川　祐樹 川越 1分03秒63 野田　翔紀 富洲原 1分06秒60 増田　壮吾 常磐 1分39秒15

背泳ぎ 100 坂倉　大翔 桜 1分09秒12 石川　凌久 菰野 1分12秒06 前川　光翼 保々 1分26秒86

自由形 100 臼井　春翔 内部 ○58秒34 脇坂　真亜久 大池 1分00秒44 坂倉　大翔 桜 1分02秒63

リレー 200 2分02秒04 2分07秒06 2分11秒65

種目 名前 学校 タイム 名前 学校 タイム 名前 学校 タイム

個人メドレー 200 緒方　裕子 山手 2分51秒82 伊藤　成葉 内部 3分07秒66 石野　日和 常磐 3分08秒08

自由形 400 平松　幸姫 菰野 5分14秒97 鈴木　菜華 西朝明 5分15秒19 舘　　萌衣 山手 5分34秒41

平泳ぎ 200 鈴木　日香理 川越 3分11秒46 米山　悠花 西笹川 3分53秒95

バタフライ 200 緒方　裕子 山手 2分56秒90

背泳ぎ 200 堀　ゆきな 山手 3分05秒90 竹居　真優 羽津 3分08秒52
メドレーリレー 200

自由形 200 杉本　怜菜 西朝明 2分23秒95 平松　幸姫 菰野 2分32秒61

平泳ぎ 100 鈴木　日香理 川越 1分28秒02 浦野　那菜 三滝 1分40秒38 米山　悠花 西笹川 1分50秒13

バタフライ 100 内田　真鈴 港 1分18秒86 舘　　萌衣 山手 1分19秒65 鈴木　菜華 西朝明 1分22秒49

背泳ぎ 100 堀　ゆきな 山手 1分26秒48 竹居　真優 羽津 1分28秒34 矢田　有紀恵 桜 1分29秒38

自由形 100 杉本　怜菜 西朝明 1分07秒08 内田　真鈴 港 1分12秒78 石野　日和 常磐 1分12秒98

リレー 200

種目 名前 学校 タイム 名前 学校 タイム 名前 学校 タイム

個人メドレー 200 田中　颯大 常磐 2分40秒62 村田　雄理 大池 2分49秒53 木戸　翔稀 南 2分54秒01

自由形 400 早川　祐偉人 朝日 4分51秒46 池田　昂生 桜 5分23秒57 山本　琉太 山手 6分47秒30

平泳ぎ 100 田中　颯大 常磐 1分22秒90 後藤　雅登 西笹川 1分27秒33 福田　紘己 山手 1分43秒93

バタフライ 100 陣内　海人 八風 1分09秒18

背泳ぎ 100 村田　雄理 大池 1分17秒56 松岡　湊利 八風 1分26秒81 松浦　一樹 桜 1分30秒34
メドレーリレー 200 3分08秒23

自由形 100 陣内　海人 八風 1分04秒36 早川　祐偉人 朝日 1分04秒44 木戸　翔稀 南 1分08秒42

平泳ぎ 50 松浦　一樹 桜 39秒41 藤島　虎汰郎 内部 42秒72 福田　紘己 山手 46秒32

バタフライ 50 服部　佑哉 中部 49秒66 永井　　魁 山手 52秒54 小倉　孝太 山手 53秒91

背泳ぎ 50 加藤　汰月 山手 53秒97 濵口　　優 山手 55秒97

自由形 50 藤島　虎汰郎 内部 34秒24 阿部　幹斗 朝日 34秒90 間野　至恩 川越 37秒21

リレー 200 2分48秒09

種目 名前 学校 タイム 名前 学校 タイム 名前 学校 タイム

個人メドレー 200 山本　茉由佳 朝日 3分18秒74 計良　歩花 朝日 3分48秒71

自由形 400

平泳ぎ 100 中山　琴瀬 笹川 1分21秒88 伊藤　想 大池 1分22秒55

バタフライ 100 加藤　美優 山手 1分11秒69

背泳ぎ 100 岩本　実姫 暁 1分23秒05
メドレーリレー 200 3分37秒88

自由形 100 岩本　実姫 暁 1分09秒17

平泳ぎ 50 伊藤　想 大池 38秒06 中山　琴瀬 笹川 38秒66 三笘　　優 山手 1分02秒70

バタフライ 50

背泳ぎ 50 藤枝　希成 山手 1分02秒34

自由形 50 加藤　美優 山手 29秒22 山本　茉由佳 朝日 39秒61 計良　歩花 朝日 39秒61

リレー 200 3分09秒28
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