
自由形 伊藤　巴菜 中3 野口　美穂 中1 香月　未羽 中2 栗焼　里穂 中3 杉山　愛香 中3 米岡　愛美 中2

50m 守恒 菅生 篠崎 則松 引野 高須
28.36 28.38 28.81 29.31 30.85 30.94

自由形 香月　未羽 中2 伊藤　巴菜 中3 栗焼　里穂 中3 大迫　詩乃 中2 髙尾　美聖 中1 香取　すず 中2

100m 篠崎 守恒 則松 志徳 高須 緑丘
1:01.29 1:02.85 1:03.35 1:07.62 1:08.12 1:08.67

自由形 藤井　景理 中3 穐山ななみ 中3 小畑　萌央 中3 原田　知保 中2 髙尾　美聖 中1 原田　優香 中3

200m 高須 折尾 沼 思永 高須 洞北
2:15.61 2:17.93 2:23.26 2:26.18 2:28.58 2:31.78

自由形 藤井　景理 中3 小畑　萌央 中3 原田　知保 中2 川部　美智 中2 堀尾　真鈴 中3 大迫　梨乃 中3

400m 高須 沼 思永 高生 飛幡 志徳
4:45.65 5:07.82 5:10.30 5:24.68 5:26.24 5:29.82

自由形 堀尾　真鈴 中3 川部　美智 中2 吉村　彩花 中2

800m 飛幡 高生 浅川
11:11.57 11:22.40 12:13.89

背泳ぎ 宇戸　優紀 中2 入江さやか 中3 藤田　俊美 中3 信井　　遥 中3 小畑　萌花 中1 髙橋　凜恩 中2

100m 千代 沖田 高生 沼 沼 則松
1:08.95 1:09.03 1:12.83 1:15.89 1:19.34 1:20.86

背泳ぎ 宇戸　優紀 中2 入江さやか 中3 藤田　俊美 中3 藤村　夏奈 中3 小畑　萌花 中1 髙橋　凜恩 中2

200m 千代 沖田 高生 花尾 沼 則松
2:28.16 2:30.02 2:35.96 2:39.03 2:49.03 2:51.96

平泳ぎ 榮樂　遥香 中3 竹崎　有咲 中1 辻田　　桃 中2 佐藤　日和 中1 篠原　三咲 中3 白井　彩花 中3

100m 穴生 永犬丸 則松 柳生 守恒 浅川
1:18.08 1:20.61 1:21.67 1:24.59 1:26.09 1:29.58

平泳ぎ 榮樂　遥香 中3 竹崎　有咲 中1 辻田　　桃 中2 篠原　三咲 中3 内海　七瀬 中3 谷口　　歩 中3

200m 穴生 永犬丸 則松 守恒 浅川 永犬丸
2:42.35 2:54.10 2:54.17 3:06.05 3:13.15 3:15.61

バタフライ 野口　美穂 中1 西田　彩恵 中3 安永　佳奈 中1 渡邉　佳音 中2 東房　伶香 中2 原田　優香 中3

100m 菅生 沼 折尾 浅川 飛幡 洞北
1:06.04 1:09.12 1:13.34 1:15.78 1:15.97 1:16.28

バタフライ 西田　彩恵 中3 東房　伶香 中2 渡邉　佳音 中2

200m 沼 飛幡 浅川
2:33.33 2:49.86 2:56.72

個人メドレー 川上　望華 中1 佐藤　日和 中1 信井　　遥 中3 安永　佳奈 中1 藤村　夏奈 中3 古木菜々美 中2

200m 横代 柳生 沼 折尾 花尾 附属小倉
2:37.16 2:39.38 2:39.70 2:40.44 2:42.27 2:50.67

個人メドレー 穐山ななみ 中3 川上　望華 中1

400m 折尾 横代
5:27.98 5:39.58

リレー 沼 中 則松 中 浅川 中 高須 中 二島 中
400m 小畑　萌央 中3 中里　真夢 中2 白井　彩花 中3 米岡　愛美 中2 椛田　羽菜 中3

信井　　遥 中3 保本　杏奈 中2 小林　令奈 中3 髙尾　美聖 中1 江頭　真歩 中1

椿　萌々葉 中2 清水　玲奈 中2 原田　朋佳 中2 松原　京香 中1 柴田　　愛 中1

西田　彩恵 中3 栗焼　里穂 中3 内海　七瀬 中3 藤井　景理 中3 間瀬　　桃 中3

4:44.11 5:10.34 5:12.66 5:15.84 5:43.79
メドレーリレー 沼 中 則松 中 浅川 中 高須 中 二島 中
400m 小畑　萌花 中1 髙橋　凜恩 中2 原田　朋佳 中2 藤井　景理 中3 柴田　　愛 中1

信井　　遥 中3 辻田　　桃 中2 内海　七瀬 中3 米岡　愛美 中2 伊藤　琴音 中2

西田　彩恵 中3 髙松　真衣 中2 渡邉　佳音 中2 髙尾　美聖 中1 椛田　羽菜 中3

小畑　萌央 中3 栗焼　里穂 中3 白井　彩花 中3 松原　京香 中1 間瀬　　桃 中3

5:01.78 5:09.26 5:22.71 5:59.76 6:16.43

沼 ９２ 浅川 ８０ 則松 ７２ 高須 ５８ 折尾 ３０ 守恒・高生 ２８
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