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鶴岡　真治 白組   16

ﾂﾙｵｶ ｼﾝｼﾞ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   25m    35.00

木村　心優 白組 小2   26

ｷﾑﾗ ﾐﾋﾛ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    35.24

○2   50m  1:10.00

藤田　和也 白組   32

ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    43.00

○5  100m  2:00.00

谷口　晴美 白組   33

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   25m    23.00

小山内尚子 白組 中1   35

ｵｻﾅｲ ﾅｵｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    32.50

○4  100m  1:25.00

小山内法子 白組 小5   36

ｵｻﾅｲ ﾉﾘｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    25.00

○3   50m    50.00

小山内朋幸 白組 小3   37

ｵｻﾅｲ ﾄﾓﾕｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    38.00

○2   50m  1:20.00

小山内春幸 白組 小1   38

ｵｻﾅｲ ﾊﾙﾕｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m    50.00

貴田なつみ 白組 小5   46

ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    47.00

○3  100m  1:35.00

小山内いづみ 白組 幼0   47

ｵｻﾅｲｲﾂﾞﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

小山内はづき 白組 小5   48

ｵｻﾅｲ ﾊﾂﾞｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    30.00

○3   50m  1:00.00

吉川美乃里 白組 幼0   49

ﾖｼｶﾜ ﾐﾉﾘ ｼﾛｸﾞﾐ

工藤　春葵 白組 小1   52

ｸﾄﾞｳ ﾊﾙｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m  1:00.00

○2   25m    45.00

工藤宥奈子 白組 小3   53

ｸﾄﾞｳ ﾕﾅｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    40.00

○2   50m  1:15.00

石郷　朱麗 白組 小5   54

ｲｼｺﾞｳ ｼﾞｭﾘ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    36.00

○3  100m  1:25.00

岡部　華英 白組 中1   56

ｵｶﾍﾞ ﾊﾅｴ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    38.00

○4  100m  1:20.00

成田　　樹 白組 幼0   57

ﾅﾘﾀ ｲﾂｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m  1:20.00

成田　雪音 白組 小4   58

ﾅﾘﾀ ﾕｷﾈ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m  1:03.00

児玉　陽紀 白組 小5   61

ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    46.00

○3  100m  1:28.00
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児玉　拓海 白組 小6   62

ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    24.00

○3   50m    54.00

板垣　　颯 白組 小6   63

ｲﾀｶﾞｷ ﾊﾔﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    47.59

○3  100m  1:37.00

半澤　穂香 白組 小6   64

ﾊﾝｻﾞﾜ ﾎﾉｶ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    35.00

○3  100m  1:34.00

尾山　優恭 白組 小6   65

ｵﾔﾏ ｳｷｮｳ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    30.86

○3  100m  1:28.10

長谷部胤心 白組 小6   66

ﾊｾﾍﾞｲﾝｼﾝ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    35.11

○3  100m  1:20.00

佐々木　凜 白組 小5   67

ｻｻｷ ﾘﾝ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    47.00

○3  100m  1:47.00

佐藤　洸希 白組 小6   68

ｻﾄｳ ｺｳｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    41.50

○3  100m  1:35.00

葛西　美憂 白組 小5   69

ｶｻｲ ﾐﾕｳ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    35.00

○3   50m  1:10.00

川村　勇太 白組 小4   70

ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    41.00

○3  100m  1:40.00

川村　洸太 白組 小2   71

ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    30.00

○2   50m  1:00.00

渡辺　梓乃 白組 小5   73

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    19.00

○3  100m  1:40.00

松崎　咲昊 白組 小3   74

ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾗ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    25.00

○2   50m  1:10.00

佐藤　幸妃 白組 小3   75

ｻﾄｳ ｻﾂｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    27.00

○2   50m    59.00

阿部　来実 白組 小2   76

ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    34.00

○2   50m  1:00.00

畠山　優南 白組 小5   77

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    44.74

木村　冬月 白組 小6   78

ｷﾑﾗ ﾌﾂﾞｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    25.00

○3   50m    44.82

山内佑希菜 白組 小5   79

ﾔﾏｳﾁ ﾕｷﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    49.00

成田　　汐 白組 小6   80

ﾅﾘﾀ ｼｵ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    18.72

○3   50m    39.50

木村　智乃 白組 小5   81

ｷﾑﾗ ﾁﾉ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m  1:01.00
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田沢　尚紀 白組 小6   82

ﾀｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    29.25

○3  100m  1:15.51

中野天彩奈 白組 小4   86

ﾅｶﾉ ｱｻﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    44.00

○3  100m  1:55.00

畠山　拡 白組 中1   87

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾑ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    41.00

○4  100m  1:35.00

対馬　美穂 白組   88

ﾂｼﾏ ﾐﾎ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    58.00

○5  100m  2:00.00

奈良美沙子 白組   89

ﾅﾗ ﾐｻｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    36.00

○5  100m  1:40.00

相馬　　淳 白組   90

ｿｳﾏ ｼﾞｭﾝ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   25m    19.00

○5   50m    38.00

佐藤　彰良 白組 小2   95

ｻﾄｳ ｱｷﾗ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    32.00

○2   50m  1:07.00

木村　鴻志 白組 小3   96

ｷﾑﾗ ｺｳｼ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m  1:00.00

○2   50m    48.88

木村　颯志 白組 小3   97

ｷﾑﾗ ｿｳｼ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m  1:06.00

○2   50m  1:00.00

奈良岡志穂 白組 小3   98

ﾅﾗｵｶ ｼﾎ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    33.00

○2   50m    41.00

桑田　晴輝 白組 小4   99

ｸﾜﾀ ﾊﾙｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    30.00

○3   50m    59.00

丸山　海斗 白組 中2  101

ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    30.00

奥村　晃平 白組 中2  103

ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    29.00

山口　矩慶 白組 中1  105

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘﾁｶ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    34.00

安保　　光 白組 中1  107

ｱﾎﾞ ﾋｶﾙ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    39.00

塚本　啓太 白組 中3  109

ﾂｶﾓﾄ ｹｲﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    29.00

伊藤龍之介 白組 中2  110

ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   25m    18.00

○4  100m  1:25.00

乳井　実季 白組 小3  114

ﾆｭｳｲ ﾐｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    25.00

○2   50m    49.00

吹田紗也加 白組  115

ﾌｷﾀ ｻﾔｶ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m  1:00.00
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男子    2 白組選抜小男子 ｼﾛｼｮｳﾀﾞﾝｼ 学童    9 ○6 100m  1:30.00

女子    2 白組選抜小女子 ｼﾛｼｮｳｼﾞｮｼ 学童   10 ○6 100m  1:30.00

男子    2 白組選抜中上男 ｼﾛﾁｭｳｳｴﾀﾞﾝｼ 一般   11 ○6 100m  1:20.00

女子    2 白組選抜中上女 ｼﾛﾁｭｳｳｴｼﾞｮｼ 一般   12 ○6 100m  1:20.00

男子    2 白組選抜小男子 ｼﾛｼｮｳﾀﾞﾝｼ 学童   13 ○6 100m  1:30.00

女子    2 白組選抜小女子 ｼﾛｼｮｳｼﾞｮｼ 学童   14 ○6 100m  1:30.00

男子    2 白組選抜中上男 ｼﾛﾁｭｳｳｴﾀﾞﾝｼ 一般   15 ○6 100m  1:20.00

混合    2 花岡小 ﾊﾅｵｶ 学童   17 ○6 100m  1:30.00

混合    2 花岡小 ﾊﾅｵｶ 学童   18 ○6 100m  1:30.00

混合    2 扇田小 ｵｵｷﾞﾀﾞ 学童   23 ○6 100m  1:30.00

混合    2 扇田小 ｵｵｷﾞﾀﾞ 学童   24 ○6 100m  1:30.00


