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櫻庭　小夏 桂城 小6   33

ｻｸﾗﾊﾞ ｺﾅﾂ ｹｲｼﾞｮｳ

○4  100m  1:55.48

渡辺　薫子 桂城 小6   34

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾙｺ ｹｲｼﾞｮｳ

○4  100m  1:26.70

○4   50m    39.30

岡本　真佳 桂城 小3   35

ｵｶﾓﾄ ﾏﾅｶ ｹｲｼﾞｮｳ

○1   50m  1:15.40

○1   25m    38.20

岩谷　　瞭 桂城 小5   36

ｲﾜﾔ ﾘｮｳ ｹｲｼﾞｮｳ

○3   50m    50.20

○3   50m    52.00

渡邊　悠斗 桂城 小5   37

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ｹｲｼﾞｮｳ

○3   50m    56.50

○3   50m    52.20

泉　　遥斗 桂城 小5   38

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｹｲｼﾞｮｳ

○3   50m    45.20

○3   50m    53.80

岡本　拓真 桂城 小4   39

ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾏ ｹｲｼﾞｮｳ

○2   25m    36.00

○2   50m  1:14.70

伊藤　成央 桂城 小3   40

ｲﾄｳ ﾅｵ ｹｲｼﾞｮｳ

○1   25m    31.00

○1   25m    30.00

赤平　悠琉 桂城 小3   41

ｱｶﾋﾗ ﾊﾙ ｹｲｼﾞｮｳ

○1   25m    31.00

○1   25m    41.00

伊藤慎太朗 桂城 小3   42

ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ ｹｲｼﾞｮｳ

○1   25m    35.00

○1   50m    55.40
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三浦　拓磨 城南 小5    6

ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ ｼﾞｮｳﾅﾝ

○3   50m    42.00

○3  100m  1:35.00
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盛　　大海 大館城西 小6   43

ﾓﾘ ﾋﾛﾐ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○4   50m    35.64

○4  100m  1:15.35

高橋　智寛 大館城西 小6   44

ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○4  100m  1:40.00

○4   50m    35.80

野呂　龍星 大館城西 小6   45

ﾉﾛ ﾘｭｳｾｲ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○4   50m    36.40

○4   50m    43.63

中沼　　黎 大館城西 小6   46

ﾅｶﾇﾏ ﾚｲ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○4   50m    33.00

○4   50m    40.00

切無沢裕司 大館城西 小6   47

ｷﾘﾅｼｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○4   50m    54.00

○4   50m    48.00

笹川　祐人 大館城西 小5   48

ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳﾄ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○3   25m    28.00

○3   50m    57.00

盛　　　湧 大館城西 小4   49

ﾓﾘ ﾕｳ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○2   50m    48.24

○2   50m    55.37

近藤　希望 大館城西 小6   50

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○4  100m  2:00.00

○4   50m    54.40

伊藤　智花 大館城西 小4   51

ｲﾄｳ ﾄﾓｶ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○2  100m  1:56.00

○2   50m    53.00

笹川穂乃花 大館城西 小3   52

ｻｻｶﾞﾜ ﾎﾉｶ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○1  100m  1:42.00

○1   50m    43.50

築館　龍生 大館城西 小5  131

ﾁｸﾀﾞﾃ ﾘｭｳｾｲ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○3   50m    45.00

○3  100m  1:19.00
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黒田　　凌 有浦 小6   77

ｸﾛﾀ ﾘｮｳ ｱﾘｳﾗ

○4   50m    45.00

○4  100m  1:35.00

三浦　舜大 有浦 小6   78

ﾐｳﾗ ｼｭﾝﾀ ｱﾘｳﾗ

○4   50m    43.08

○4   50m    55.20

坂口　大智 有浦 小6   79

ｻｶｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾄ ｱﾘｳﾗ

○4   50m    42.30

○4  100m  1:41.71

齋藤　一生 有浦 小5   80

ｻｲﾄｳ ﾋｵ ｱﾘｳﾗ

○3   25m    30.00

○3   50m  1:11.00

小野　翔太 有浦 小5   81

ｵﾉ ｼｮｳﾀ ｱﾘｳﾗ

○3   50m    53.00

○3  100m  2:00.00

風間　陽和 有浦 小4   82

ｶｻﾞﾏ ﾋﾖﾘ ｱﾘｳﾗ

○2   25m    32.00

○2   25m    45.00

松橋　麻裕 有浦 小6   83

ﾏﾂﾊｼ ﾏﾕ ｱﾘｳﾗ

○4   50m    34.61

○4  100m  1:12.75
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成田　　風 上川沿 小6   53

ﾅﾘﾀ ﾌｳ ｶﾐｶﾜｿﾞｴ

○4   50m    48.60

○4   50m    43.40

本多　未雅 上川沿 小3   54

ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ ｶﾐｶﾜｿﾞｴ

○1   25m    22.00

○1   25m    30.00

本多　瑞月 上川沿 小5   55

ﾎﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ ｶﾐｶﾜｿﾞｴ

○3   25m    22.00

○3   25m    35.00

本多　楓恋 上川沿 小6   56

ﾎﾝﾀﾞ ｶﾚﾝ ｶﾐｶﾜｿﾞｴ

○4   25m    27.00

○4   25m    19.00

虻川　沙菜 上川沿 小6   57

ｱﾌﾞｶﾜ ｻﾅ ｶﾐｶﾜｿﾞｴ

○4   25m    17.00

○4   50m    35.00

三政　乃愛 上川沿 小6   58

ﾐﾏｻ ﾉｱ ｶﾐｶﾜｿﾞｴ

○4   50m    48.14

○4   25m    20.93
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長谷部胤心 扇田 小6   93

ﾊｾﾍﾞ ｲﾝｼﾝ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○4   50m    35.50

○4  100m  1:18.21

半澤　穂香 扇田 小6   94

ﾊﾝｻﾞﾜ ﾎﾉｶ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○4   50m    39.00

○4  100m  1:40.00

児玉　陽紀 扇田 小5   95

ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙｷ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○3   25m    23.15

○3   25m    24.10

児玉　拓海 扇田 小6   96

ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○4   25m    25.79

○4   50m    51.00

板垣　　颯 扇田 小6   97

ｲﾀｶﾞｷ ﾊﾔﾄ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○4   50m    49.00

○4  100m  1:44.00

佐藤　滉希 扇田 小6   98

ｻﾄｳ ｺｳｷ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○4   50m    43.31

○4  100m  1:18.00

尾山　優恭 扇田 小6   99

ｵﾔﾏ ｳｷｮｳ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○4   50m    30.86

○4  200m  2:49.00

古家　怜奈 扇田 小6  100

ｺｲｴ ﾚｲﾅ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○4   50m    41.00

○4   50m    50.00

佐藤玲緒奈 扇田 小4  101

ｻﾄｳ ﾚｵﾅ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○2   50m    38.00

○2  100m  1:20.00

長崎　　圭 扇田 小5  102

ﾅｶﾞｻｷ ｹｲ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○3   50m    46.50

○3  100m  1:20.00

佐々木　凛 扇田 小5  103

ｻｻｷ ﾘﾝ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○3   50m    48.00

○3  100m  1:23.00

板垣　虹汰 扇田 小3  104

ｲﾀｶﾞｷ ｺｳﾀ ｵｵｷﾞﾀﾞ

○1   25m    30.00

○1   25m    44.00
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木村　心優 花岡 小2   31

ｷﾑﾗ ﾐﾋﾛ ﾊﾅｵｶ

○1   25m    30.00

○1   25m    30.00

成田　　汐 花岡 小6   85

ﾅﾘﾀ ｼｵ ﾊﾅｵｶ

○4   25m    23.05

○4   50m    50.30

佐藤　幸妃 花岡 小3   86

ｻﾄｳ ｻﾂｷ ﾊﾅｵｶ

○1   25m    28.30

○1   50m  1:01.90

阿部　来実 花岡 小2   87

ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ ﾊﾅｵｶ

○1   25m    33.00

松崎　咲昊 花岡 小3   88

ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾗ ﾊﾅｵｶ

○1   25m    25.00

○1   25m    34.00

工藤　　舞 花岡 小4   89

ｸﾄﾞｳ ﾏｲ ﾊﾅｵｶ

○2   25m    34.10

山内佑希菜 花岡 小5   90

ﾔﾏｳﾁ ﾕｷﾅ ﾊﾅｵｶ

○3   50m    48.40

○3  100m  1:43.80

畠山　優南 花岡 小5   91

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕﾅ ﾊﾅｵｶ

○3   50m    48.01

○3  100m  1:38.00

佐々木美優 花岡 小5   92

ｻｻｷ ﾐﾜ ﾊﾅｵｶ

○3  100m  1:45.00
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小林　瑞季 西館 小5    9

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ﾆｼﾀﾞﾃ

○3   25m    25.71

○3   50m  1:08.99

泉　　裕仁 西館 小4   22

ｲｽﾞﾐ ﾕｳｼﾞ ﾆｼﾀﾞﾃ

○2   25m    40.00

○2   50m  1:20.00

長谷部深愛 西館 小5   25

ﾊｾﾍﾞ ｼｲﾅ ﾆｼﾀﾞﾃ

○3   50m    41.21

○3   50m    42.35

長谷部颯空 西館 小2   26

ﾊｾﾍﾞ ﾘｭｳｸ ﾆｼﾀﾞﾃ

○1   25m    22.61

○1   25m    28.50
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辻　　春乃 山瀬 小5   32

ﾂｼﾞ ﾊﾙﾉ ﾔﾏｾ

○3  100m  1:28.00

○3   50m    38.60


