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１　　　位 ２　　　位 ３　　　位 ４　　　位 ５　　　位 ６　　　位 ７　　　位

50 m 自 由 形
橋詰　陽汰   (大久保・2)

   27.06
原　　桃太   (望海・2)

   27.61
平郡　大翔   (二見・2)

   27.65
山下　和真   (朝霧・1)

   27.80
矢木　　玲   (大久保・1)

   28.61
村井　俊輝   (大久保・2)

   30.06
三嶋　瑛大   (大久保・2)

   30.59

100 m 自 由 形
吉田　祥次   (朝霧・1)

   57.90
橋詰　陽汰   (大久保・2)

   59.02
平郡　大翔   (二見・2)

   59.71
原　　桃太   (望海・2)

 1:01.89
岡田　奏志   (朝霧・2)

 1:03.91
森川　智陽   (大久保・1)

 1:03.92
村井　俊輝   (大久保・2)

 1:07.10

400 m 自 由 形
吉田　祥次   (朝霧・1)

 4:22.58
森本　夏生   (大久保・2)

 4:25.19
舌間　啓人   (二見・2)

 4:41.02
山田　凛星   (衣川・1)

 4:51.23
荒川　一智   (大久保北・1)

 5:22.66
藤原　達希   (大久保・1)

 5:41.00
南浦　健人   (大久保北・2)

 6:02.51

100 m 背 泳 ぎ
舌間　啓人   (二見・2)

 1:12.81
田上　紘也   (大久保北・2)

 1:15.82
上木　隆司   (大久保・2)

 1:32.43
棈松　尚太   (大久保・2)

 1:33.36
橋本　智和   (野々池・2)

 1:38.71
和田　翔希   (大久保北・2)

 1:41.31
栗原　蒼太   (大久保・1)

 2:02.22

100 m 平 泳 ぎ
森川　智陽   (大久保・1)

 1:12.99
山田　凛星   (衣川・1)

 1:18.99
中村　大凱   (望海・1)

 1:19.93
宇都宮稿碧   (朝霧・2)

 1:20.37
三嶋　康大   (大久保・2)

 1:25.33
衣笠　樹生   (大久保北・2)

 1:26.31
濵田　蒼士   (二見・2)

 1:26.65

100 m バ タ フ ラ イ
渡邊　瑠樹   (二見・1)

 1:00.64
森口　　鷹   (大久保北・1)

 1:15.18
石谷　亮輔   (野々池・2)

 1:24.84
中田　悠貴   (大久保北・2)

 1:31.10
佐藤　大地   (二見・1)

 1:31.24
木村　啓夢   (大久保・2)

 1:32.14
重元　　夏   (大久保・2)

 1:36.74

200 m 個人メド レー
渡邊　瑠樹   (二見・1)

 2:18.89
山下　和真   (朝霧・1)

 2:27.40
森本　夏生   (大久保・2)

 2:29.02
女池昇太朗   (望海・1)

 2:38.83
宇都宮稿碧   (朝霧・2)

 2:41.77
荒川　一智   (大久保北・1)

 2:52.73
二宮　孝輔   (大久保・1)

 2:54.71

400 m リ レ ー

朝霧
吉田　祥次・岡田　奏志
宇都宮稿碧・山下　和真

(   56.68)   4:01.31

大久保
森本　夏生・橋詰　陽汰
矢木　　玲・森川　智陽

( 1:02.60)   4:02.03

二見
舌間　啓人・平郡　大翔
森本　瑛太・渡邊　瑠樹

( 1:02.45)   4:10.31

大久保北
田上　紘也・森口　　鷹
荒川　一智・衣笠　樹生

( 1:07.36)   4:34.25

望海
中村　大凱・女池昇太朗
古水　温大・原　　桃太

( 1:09.80)   4:39.93

野々池
石谷　亮輔・橋本　智和
廣澤　歩翔・小竹亮太郎

( 1:11.68)   5:11.34

400 m メドレーリレー

大久保
矢木　　玲・森川　智陽
橋詰　陽汰・森本　夏生

( 1:11.47)   4:29.63

朝霧
山下　和真・宇都宮稿碧
吉田　祥次・岡田　奏志

( 1:07.45)   4:32.85

二見
舌間　啓人・濵田　蒼士
渡邊　瑠樹・平郡　大翔

( 1:12.41)   4:45.20

望海
中村　大凱・山口　大輝
女池昇太朗・原　　桃太

( 1:20.15)   5:05.27

大久保北
田上　紘也・衣笠　樹生
森口　　鷹・荒川　一智

( 1:15.54)   5:06.88

野々池
橋本　智和・廣澤　歩翔
石谷　亮輔・小竹亮太郎

( 1:38.40)   5:56.27

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位 ４　　　位 ５　　　位 ６　　　位 ７　　　位

50 m 自 由 形
島　　芽衣   (野々池・2)

   29.17
大森　聖菜   (大久保・2)

   30.36
岡部　　渚   (大久保・2)

   33.18
井元　胡春   (大久保北・1)

   33.27
堤内　海虹   (望海・2)

   33.43
藤田　三玲   (望海・2)

   34.00

松原花埜子   (大久保北・
1)

   34.77
100 m 自 由 形

武市彩緒里   (衣川・1)
 1:03.75

橋本　美織   (魚住東・2)
 1:04.22

小島　望未   (朝霧・2)
 1:07.84

山口　結愛   (高丘・1)
 1:08.22

雲田　　杏   (大久保・1)
 1:14.66

鷲見　希月   (大久保北・2)
 1:15.74

堤内　海虹   (望海・2)
 1:17.58

400 m 自 由 形
武市彩緒里   (衣川・1)

 4:46.53
小島　望未   (朝霧・2)

 4:53.28
山口　結愛   (高丘・1)

 5:11.13
木村　琴葉   (二見・1)

 5:24.32
鷲見　希月   (大久保北・2)

 5:50.44
蜂谷　優奈   (大久保北・2)

 6:05.80
桝本　梨華   (望海・1)

 6:41.46

100 m 背 泳 ぎ
橋本　美織   (魚住東・2)

 1:09.13
園山　莉菜   (野々池・2)

 1:14.55
木村　琴葉   (二見・1)

 1:17.82
井元　胡春   (大久保北・1)

 1:28.12
田中　杏実   (大久保北・2)

 1:30.19
武内　柚樹   (望海・2)

 1:32.60
黒田　清花   (大久保北・1)

 1:56.09

100 m 平 泳 ぎ
中村　綺那   (朝霧・2)

 1:14.70
前川　護瑚   (野々池・1)

 1:22.00
園山　莉菜   (野々池・2)

 1:22.55
平井みそら   (大久保北・1)

 1:35.38
松原　和凜   (大久保北・1)

 1:36.79
藤岡ふたば   (望海・1)

 1:38.58
髙見　梨世   (望海・1)

 1:38.60

100 m バ タ フ ラ イ
中村　綺那   (朝霧・2)

 1:07.52
佐藤　芽衣   (大久保・1)

 1:11.90
前川　護瑚   (野々池・1)

 1:16.01
岡部　　渚   (大久保・2)

 1:21.17
木村　　凛   (大久保北・1)

 1:25.76
谷廣　初奏   (大久保北・2)

 1:27.79
瀬崎　日愛   (大久保北・2)

 1:31.69

200 m 個人メド レー
島　　芽衣   (野々池・2)

 2:29.48
大森　聖菜   (大久保・2)

 2:39.06
佐藤　芽衣   (大久保・1)

 2:43.46
谷廣　初奏   (大久保北・2)

 3:07.03
瀬崎　日愛   (大久保北・2)

 3:08.53
木村　　凛   (大久保北・1)

 3:14.46
田中　環那   (二見・2)

 3:23.22

400 m リ レ ー

大久保
雲田　　杏・佐藤　芽衣
岡部　　渚・大森　聖菜

( 1:14.67)   4:37.40

野々池
園山　莉菜・前川　護瑚
大橋　莉穂・島　　芽衣

( 1:06.18)   4:47.67

大久保北
井元　胡春・谷廣　初奏
瀬崎　日愛・松原花埜子

( 1:14.37)   5:05.28

望海
藤岡ふたば・藤田　三玲
有田　絢香・堤内　海虹

( 1:20.45)   5:13.19

400 m メドレーリレー

野々池
園山　莉菜・前川　護瑚
島　　芽衣・大橋　莉穂

( 1:14.53)   5:15.33

大久保
佐藤　芽衣・大森　聖菜
岡部　　渚・雲田　　杏
( 1:18.38)   5:17.98

大久保北
井元　胡春・蜂谷　優奈
谷廣　初奏・瀬崎　日愛

( 1:29.45)   5:48.83

望海
堤内　海虹・髙見　梨世
藤岡ふたば・藤田　三玲

( 1:28.58)   5:53.31

優　　勝 準優勝 ３　　　位 ４　　　位 ５　　　位 ６　　　位 ７　　　位
大久保 朝　霧 二　見 大久保北 望　海 野々池 衣　川
85 60 60 40 33 16 10

野々池 大久保 大久保北 望　海 朝　霧 衣　川 魚住東
62 61 60 30 25 14 13

大久保 大久保北 朝　霧 野々池 二　見 望　海 衣　川
146 100 85 78 70 63 24
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リレー得点による順位決定 


