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根本　沙風 大館城南 小6    1

ﾈﾓﾄ ｻｱﾌ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○4   50m    39.00

○4  200m  2:45.00

三浦　拓磨 大館城南 小6    2

ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○4   50m    52.00

○4  100m  1:35.00

山田　優茉 大館城南 小6    3

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○4   50m    39.00

○4  100m  1:51.00

神成志帆子 大館城南 小6    4

ｶﾝﾅﾘ ｼﾎｺ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○4   50m  1:05.00

○4   50m    56.00

斎藤　泉美 大館城南 小6    5

ｻｲﾄｳ ｲｽﾞﾐ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○4   50m    38.00

○4   50m    39.00

武田　知歩 大館城南 小6    6

ﾀｹﾀﾞ ﾁﾎ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○4   25m    22.00

○4   50m    43.00

岩澤　駿佑 大館城南 小5    7

ｲﾜｻﾜ ｼｭﾝｽｹ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○3   50m    48.00

○3  100m  1:30.00

小出　遥俊 大館城南 小5    8

ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○3   25m    39.00

○3   50m  1:13.00

後藤　優延 大館城南 小5    9

ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○3   50m    41.00

○3  100m  1:31.00

櫻田　一侍 大館城南 小5   10

ｻｸﾗﾀﾞ ｲｯｼ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○3   50m    49.00

○3   50m    45.00

佐々木紀晃 大館城南 小5   11

ｻｻｷ ﾉﾘｱｷ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○3   50m  1:02.00

佐藤　爽央 大館城南 小5   12

ｻﾄｳ ｱｷｵ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○3   50m    59.00

○3  100m  2:10.00

佐藤　聖将 大館城南 小5   13

ｻﾄｳ ﾀｶﾏｻ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○3   50m    55.00

○3   50m    58.00

成田　真大 大館城南 小5   14

ﾅﾘﾀ ﾏﾋﾛ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○3  100m  1:30.00

○3  200m  3:06.00

長谷部滉人 大館城南 小5   15

ﾊｾﾍﾞ ﾋﾛﾄ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○3   50m    43.00

○3  100m  1:27.00

村井　辰騎 大館城南 小5   16

ﾑﾗｲ ﾀﾂｷ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○3   25m  1:07.00

○3   25m  1:09.00

石山　穣司 大館城南 小4   17

ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○2   25m    19.00

○2  100m  2:00.00

伊藤　匠吾 大館城南 小4   18

ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○2   25m  1:00.00

稲葉　剛人 大館城南 小4   19

ｲﾅﾊﾞ ﾀｹﾄ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○2   25m    35.00

○2   25m    42.00
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長田　晴陽 大館城南 小4   20

ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○2   25m    39.00

○2   50m  1:09.00

船木　楓斗 大館城南 小4   21

ﾌﾅｷ ﾌｳﾄ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○2   50m    49.00

○2  100m  2:10.00

丸屋　俊輔 大館城南 小4   22

ﾏﾙﾔ ｼｭﾝｽｹ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○2   25m    32.00

○2   25m    34.00

斎藤　美波 大館城南 小4   23

ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾐ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○2   25m    19.00

○2   25m    23.00

櫻田　源侍 大館城南 小3   24

ｻｸﾗﾀﾞ ｹﾞﾝｼﾞ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○1   25m    30.00

○1   25m    30.00

山田　優陽 大館城南 小3   25

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○1   25m    30.00

○1   25m    33.00

成田　真翔 大館城南 小1   26

ﾅﾘﾀ ﾏﾅﾄ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ

○1   25m    25.00

○1   50m    55.00

泉　　遥斗 桂城 小6   27

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｹｲｼﾞｮｳ

○4  200m  3:26.98

○4   50m    35.68

岩谷　　瞭 桂城 小6   28

ｲﾜﾔ ﾘｮｳ ｹｲｼﾞｮｳ

○4  100m  1:33.38

○4   50m    37.87

高平　暁斗 桂城 小6   29

ﾀｶﾋﾗ ｱｷﾄ ｹｲｼﾞｮｳ

○4  100m  2:02.50

○4   50m    44.35

渡邊　悠斗 桂城 小6   30

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ｹｲｼﾞｮｳ

○4  100m  1:45.61

○4   50m    41.76

岡本　拓真 桂城 小5   31

ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾏ ｹｲｼﾞｮｳ

○3  100m  1:45.44

○3   50m    47.72

赤平　悠琉 桂城 小4   32

ｱｶﾋﾗ ﾊﾙ ｹｲｼﾞｮｳ

○2  100m  1:49.98

○2   50m    41.28

伊藤慎太朗 桂城 小4   33

ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ ｹｲｼﾞｮｳ

○2  100m  1:45.00

○2   50m    35.00

村上　隆道 桂城 小4   34

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾐﾁ ｹｲｼﾞｮｳ

○2  100m  1:50.00

○2   50m    41.38

佐々木涼花 桂城 小5   35

ｻｻｷ ｽｽﾞｶ ｹｲｼﾞｮｳ

○3   25m    32.20

○3   50m  1:22.80

虻川　音々 桂城 小4   36

ｱﾌﾞｶﾜ ﾈﾈ ｹｲｼﾞｮｳ

○2  100m  1:58.40

○2   50m    54.20

岡本　真佳 桂城 小4   37

ｵｶﾓﾄ ﾏﾅｶ ｹｲｼﾞｮｳ

○2  100m  1:40.06

○2   50m    52.00

千葉　瑠花 桂城 小4   38

ﾁﾊﾞ ﾙｶ ｹｲｼﾞｮｳ

○2   25m    22.65

○2   50m  1:04.60
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福本　　希 桂城 小4   39

ﾌｸﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ ｹｲｼﾞｮｳ

○2   25m    29.80

○2   50m  1:16.04

森　　澪花 桂城 小4   40

ﾓﾘ ﾐｵﾝ ｹｲｼﾞｮｳ

○2  100m  2:07.20

○2   50m    51.50

伊藤　明子 桂城 小2   41

ｲﾄｳ ﾒｲｺ ｹｲｼﾞｮｳ

○1   25m    50.00

○1   50m  2:25.00

高平　菜月 桂城 小2   42

ﾀｶﾋﾗ ﾅﾂｷ ｹｲｼﾞｮｳ

○1   25m    55.00

○1   50m  2:00.00

赤平　凜子 桂城 小1   43

ｱｶﾋﾗ ﾘｺ ｹｲｼﾞｮｳ

○1   25m    55.00

○1   50m  2:00.00

若松　　怜 西館 小6   44

ﾜｶﾏﾂ ﾚｲ ﾆｼﾀﾞﾃ

○4  200m  2:24.55

○4   50m    33.13

長谷部深愛 西館 小6   45

ﾊｾﾍﾞ ｼｲﾅ ﾆｼﾀﾞﾃ

○4  100m  1:08.92

○4   50m    38.97

小林　瑞季 西館 小6   46

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ﾆｼﾀﾞﾃ

○4   50m    40.40

○4   50m    43.60

泉　　裕仁 西館 小5   47

ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾄ ﾆｼﾀﾞﾃ

○3   50m    57.00

○3   50m  1:13.00

小林　龍生 西館 小4   48

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ ﾆｼﾀﾞﾃ

○2   25m    35.00

○2   25m    49.00

工藤　堅仁 西館 小4   49

ｸﾄﾞｳ ｹﾝﾄ ﾆｼﾀﾞﾃ

○2   50m    52.72

○2   50m  1:16.60

佐藤　春哉 西館 小4   50

ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ ﾆｼﾀﾞﾃ

○2   50m    51.02

○2  100m  1:36.00

長谷部颯空 西館 小3   51

ﾊｾﾍﾞ ﾘｭｳｸ ﾆｼﾀﾞﾃ

○1   50m    48.67

○1   50m    46.84

松江　瑛太 西館 小3   52

ﾏﾂｴ ｴｲﾀ ﾆｼﾀﾞﾃ

○1   25m  1:00.00

泉　　晴仁 西館 小2   53

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ﾆｼﾀﾞﾃ

○1   25m  1:00.00

児玉　陽紀 扇田 小6   54

ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙｷ ｵｳｷﾞﾀ

○4   50m    38.70

○4  100m  1:43.56

本間　惟吹 扇田 小6   55

ﾎﾝﾏ ｲﾌﾞｷ ｵｳｷﾞﾀ

○4   50m    39.40

○4  100m  1:30.00

松嶋　優斗 扇田 小5   56

ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾄ ｵｳｷﾞﾀ

○3   50m    58.00

安保　　琉 扇田 小4   57

ｱﾝﾎﾞ ﾙｲ ｵｳｷﾞﾀ

○2  100m  2:00.90

○2  100m  1:57.00
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本多　瑞月 上川沿 小6   58

ﾎﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ ｶﾐｶﾜｿﾞｴ

○4   50m    46.00

○4   50m    59.00

本多　未雅 上川沿 小4   59

ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ ｶﾐｶﾜｿﾞｴ

○2   50m    47.00

○2   50m    59.00

小松原　光 上川沿 小4   60

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｶﾘ ｶﾐｶﾜｿﾞｴ

○2   50m    54.20

○2  100m  2:04.00

藤原　一爽 上川沿 小4   61

ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｯｻ ｶﾐｶﾜｿﾞｴ

○2   25m    30.00

○2   25m    40.00

本多　優育 上川沿 小2   62

ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾅﾘ ｶﾐｶﾜｿﾞｴ

○1   25m    33.00

○1   25m    35.00

一関　優明 有浦 小6   63

ｲﾁﾉｾｷ ﾕｳｱ ｱﾘｳﾗ

○4   50m    52.08

○4  100m  1:40.30

渡部　一心 有浦 小6   64

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯｼﾝ ｱﾘｳﾗ

○4   50m    52.05

○4   50m    50.83

小野　翔太 有浦 小6   65

ｵﾉ ｼｮｳﾀ ｱﾘｳﾗ

○4   50m    39.05

○4  100m  1:38.54

齋藤　一生 有浦 小6   66

ｻｲﾄｳ ﾋｵ ｱﾘｳﾗ

○4   50m    50.00

○4  100m  2:05.00

田中　康貴 有浦 小6   67

ﾀﾅｶ ｺｳｷ ｱﾘｳﾗ

○4  100m  1:35.00

○4   50m    55.90

風間　陽和 有浦 小6   68

ｶｻﾞﾏ ﾋﾖﾘ ｱﾘｳﾗ

○3   50m  1:05.38

○3  200m  3:35.58

柏木　太智 有浦 小5   69

ｶｼﾜｷﾞ ﾀｲﾁ ｱﾘｳﾗ

○3   25m    27.18

○3  100m  1:50.50

猪股　大和 有浦 小5   70

ｲﾉﾏﾀ ﾔﾏﾄ ｱﾘｳﾗ

○3   25m    25.00

○3   50m    51.80

島田　寛生 有浦 小5   71

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ ｱﾘｳﾗ

○3   50m    47.00

渡部　前心 有浦 小4   72

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾞﾝｼﾝ ｱﾘｳﾗ

○2   25m    38.53

○2   25m    45.38

日景　雷兜 有浦 小4   73

ﾋｶｹﾞ ﾗｲﾄ ｱﾘｳﾗ

○2   50m  1:13.25

横沢倖希和 有浦 小4   74

ﾖｺｻﾞﾜ ﾕｷﾄ ｱﾘｳﾗ

○2   25m    48.50

中田　千尋 有浦 小4   75

ﾅｶﾀ ﾁﾋﾛ ｱﾘｳﾗ

○2   25m    33.63

○2   25m    30.38

小野　　渚 有浦 小4   76

ｵﾉ ﾅｷﾞｻ ｱﾘｳﾗ

○2   50m    51.08

○2   25m    25.95
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笹川　祐人 大館城西 小6   77

ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳﾄ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○4  100m  1:40.00

○4   50m    42.70

佐藤　宇宙 大館城西 小6   78

ｻﾄｳ ｿﾗ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○4   50m    53.80

○4   50m  1:04.20

盛　　　湧 大館城西 小5   79

ﾓﾘ ﾕｳ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○3  100m  1:26.46

○3  200m  3:00.01

笹川　駿太 大館城西 小2   80

ｻｻｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○1   25m    41.00

○1   25m    45.00

長井　鈴世 大館城西 小6   81

ﾅｶﾞｲ ﾘﾝｾﾞ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○4   25m    22.55

○4   50m    50.12

伊藤　智花 大館城西 小5   82

ｲﾄｳ ﾄﾓｶ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○3  100m  1:42.00

○3  100m  1:26.04

笹川穂乃花 大館城西 小4   83

ｻｻｶﾞﾜ ﾎﾉｶ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○2  100m  1:30.00

○2   50m    50.00

糸田　美優 大館城西 小2   84

ｲﾄﾀﾞ ﾐﾕ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ

○1   25m    41.00

○1   25m    45.00

米谷　　心 浪岡南 小6   85

ﾖﾈﾔ ｺｺﾛ ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ

○4   50m    38.00

○4   50m    45.06

七尾美優菜 浪岡南 小6   86

ﾅﾅｵ ﾐﾕﾅ ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ

○4   50m  1:01.55

○4   50m  1:20.00

佐藤　心春 浪岡南 小6   87

ｻﾄｳ ｺﾊﾙ ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ

○4   50m    55.00

○4   50m    42.00

猪股　楓乃 浪岡南 小6   88

ｲﾉﾏﾀ ｶﾉ ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ

○4   50m    52.17

○4   50m    49.21

對馬　結生 浪岡南 小6   89

ﾂｼﾏ ﾕｳｷ ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ

○4   50m  1:07.75

○4   50m  1:18.28

小山内那緒 浪岡南 小5   90

ｵｻﾅｲ ﾅｵ ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ

○3   50m    54.72

○3   50m  1:07.04

兼坂　　晃 浪岡南 小5   91

ｶﾈｻｶ ｱｷﾗ ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ

○3   50m    47.36

○3   50m  1:03.86

長谷川姫愛 浪岡南 小5   92

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾒ ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ

○3   50m    58.62

○3   50m  1:08.33

阿部　心咲 浪岡南 小4   93

ｱﾍﾞ ﾐﾕ ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ

○2  100m  1:49.00

○2  100m  1:30.00

猪股実乃里 浪岡南 小4   94

ｲﾉﾏﾀ ﾐﾉﾘ ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ

○2   50m    51.00

鹿内　風希 浪岡南 小4   95

ｼｶﾅｲ ﾌｳｷ ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ

○2   50m  1:10.00

○2   50m  1:02.00
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小林　祐輝 千年 小6   96

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ﾁﾄｾ

○4   50m    39.56

○4  100m  1:30.28

吉田　恵大 千年 小6   97

ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀﾞｲ ﾁﾄｾ

○4   50m    34.42

○4  100m  1:13.63

小林　已織 千年 小4   98

ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ ﾁﾄｾ

○2   50m    51.41

○2  100m  1:39.23

吉田りりあ 千年 小3   99

ﾖｼﾀﾞ ﾘﾘｱ ﾁﾄｾ

○1   50m    40.63

○1   50m    49.60

石澤晴太郎 千年 小6  100

ｲｼｻﾞﾜ ｾｲﾀﾛｳ ﾁﾄｾ

○4   50m    55.00

奈良　　亮 第三大成 小6  101

ﾅﾗ ｱｷﾗ ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ

○4   50m    55.82

○4   25m    34.85

松尾　明莉 第三大成 小6  102

ﾏﾂｵ ｱｶﾘ ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ

○4   50m    58.11

○4   50m  1:12.47

下山　綾音 第三大成 小6  103

ｼﾓﾔﾏ ｱﾔﾈ ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ

○4   25m    22.89

○4   50m  1:03.19

松橋　佳那 第三大成 小4  104

ﾏﾂﾊｼ ｶﾅ ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ

○2   50m  1:10.93

○2   50m  1:17.84

下山　美音 第三大成 小4  105

ｼﾓﾔﾏ ﾐｵ ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ

○2   50m    49.30

○2   25m    27.35

山内　悠歌 相馬 小4  106

ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙｶ ｿｳﾏ

○2   25m    29.95

○2   25m    39.24

松山　結衣 相馬 小4  107

ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲ ｿｳﾏ

○2   50m    52.37

○2  100m  2:07.87

花田まつり 相馬 小4  108

ﾊﾅﾀﾞ ﾏﾂﾘ ｿｳﾏ

○2   50m  1:03.81

○2   25m    33.91

嶋口　奈那 相馬 小6  109

ｼﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ ｿｳﾏ

○4   50m    38.54

○4   25m    24.12

三上　結衣 相馬 小5  110

ﾐｶﾐ ﾕｲ ｿｳﾏ

○3  100m  1:20.85

○3   50m    36.70

奈良　日風 弘前東 小5  111

ﾅﾗ ｶﾌｳ ﾋﾛｻｷﾋｶﾞｼ

○3   50m    36.99

○3   50m    34.70

奈良　心音 弘前東 小3  112

ﾅﾗ ｺｺﾈ ﾋﾛｻｷﾋｶﾞｼ

○1  100m  1:27.70

○1   50m    51.13

黒澤　　集 弘前東 小1  113

ｸﾛｻﾜ ｼｭｳ ﾋﾛｻｷﾋｶﾞｼ

○1   25m    42.12

○1   25m    43.90

黒澤　　櫂 弘前東 小4  114

ｸﾛｻﾜ ｶｲ ﾋﾛｻｷﾋｶﾞｼ

○2   50m  1:00.10

○2   50m    52.57
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黒澤　　藍 弘前東 小6  115

ｸﾛｻﾜ ﾗﾝ ﾋﾛｻｷﾋｶﾞｼ

○4  100m  1:40.00

○4   50m    44.64

川崎　弘貴 弘前大学付属 小6  116

ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾀｶ ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ

○4  100m  1:27.83

○4   50m    38.99

須郷　義仁 弘前大学付属 小5  117

ｽｺﾞｳ ﾖｼﾋﾄ ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ

○3  100m  1:54.00

○3   50m    45.00

村田　　成 弘前大学付属 小5  118

ﾑﾗﾀ ｼﾞｮｳ ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ

○3   50m    36.10

○3   50m    49.00

太田　　晴 弘前大学付属 小4  119

ｵｵﾀ ﾊﾙ ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ

○2   50m    47.37

○2  100m  1:51.84

平賀　寛菜 弘前大学付属 小2  120

ﾋﾗｶﾞ ｶﾝﾅ ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ

○1  100m  1:48.82

○1   50m    55.00

葛西かなみ 弘前大学付属 小3  121

ｶｻｲ ｶﾅﾐ ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ

○1  100m  2:24.00

○1   50m    50.00

中田　創友 猿賀 小5  122

ﾅｶﾀ ｿｳｽｹ ｻﾙｶ

○3   50m    40.00

○3   50m  1:00.00

葛西　香乃 猿賀 小5  123

ｶｻｲ ﾖｼﾉ ｻﾙｶ

○3  100m  1:40.00

○3   50m    50.00

桑田　晴輝 金田 小5  124

ｸﾜﾀ ﾊﾙｷ ｶﾅﾀ

○3   50m    45.00

○3   50m  1:00.00

秋庭　颯太 金田 小3  125

ｱｷﾆﾜ ｿｳﾀ ｶﾅﾀ

○1   25m    34.33

○1   50m  1:08.66

工藤宥奈子 金田 小4  126

ｸﾄﾞｳ ﾕﾅｺ ｶﾅﾀ

○2  100m  4:00.00

○2   50m  1:20.00

太田　芽生 黒石 小5  127

ｵｵﾀ ﾒｲ ｸﾛｲｼ

○3   50m    47.00

○3  100m  1:40.00

太田　琉生 黒石 小5  128

ｵｵﾀ ﾙｲ ｸﾛｲｼ

○3   50m  1:00.00

○3  100m  1:40.00

中嶋　　諒 竹館 小6  129

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ ﾀｹﾀﾞﾃ

○4   50m    30.00

○4  100m  1:06.00

工藤　心来 竹館 小3  130

ｸﾄﾞｳ ｳﾗﾗ ﾀｹﾀﾞﾃ

○1   25m    45.00

○1   50m  1:00.00

高橋　慧真 黒石東 小2  131

ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾝ ｸﾛｲｼﾋｶﾞｼ

○1   50m  1:00.00

○1  100m  2:00.00

川村　勇太 朝陽 小5  132

ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾁｮｳﾖｳ

○3   50m    34.00

○3  100m  1:20.00

川村　洸太 朝陽 小3  133

ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ ﾁｮｳﾖｳ

○1  100m  2:00.00

○1  100m  2:10.00
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木村　颯志 追子野木 小4  134

ｷﾑﾗ ｿｳｼ ｵｺﾉｷ

○2   50m    40.00

○2   50m  1:00.00

木村　鴻志 追子野木 小4  135

ｷﾑﾗ ｺｳｼ ｵｺﾉｷ

○2   50m    40.00

○2   50m  1:00.00

対馬　柚生 柏木 小3  136

ﾂｼﾏ ﾕｽﾞｷ ｶｼﾜｷﾞ

○1  100m  2:00.00

○1   50m    40.00

鈴木　悠斗 柏木 小6  137

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ｶｼﾜｷﾞ

○4  100m  2:00.00

○4   50m    50.00

奈良岡志穂 柏木 小4  138

ﾅﾗｵｶ ｼﾎ ｶｼﾜｷﾞ

○2   25m    25.00

○2  100m  1:50.00

新井　鈴彩 平賀東 小3  139

ｱﾗｲ ﾚｱ ﾋﾗｶﾋｶﾞｼ

○1   25m    30.00

○1   50m  1:00.00

石郷　朱麗 大鰐 小6  140

ｲｼｺﾞｳ ｼﾞｭﾘ ｵｵﾜﾆ

○4  100m  1:20.00

○4   50m    31.00

成田　なつ 大鰐 小6  141

ﾅﾘﾀ ﾅﾂ ｵｵﾜﾆ

○4  200m  2:48.00

○4   50m    40.00

菅原　　成 大鰐 小6  142

ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾙ ｵｵﾜﾆ

○4   25m    17.00

○4   50m    38.00

小山内はづき 大鰐 小6  143

ｵｻﾅｲ ﾊﾂﾞｷ ｵｵﾜﾆ

○4   25m    35.00

○4   50m    45.00

山田　可奈 大鰐 小4  144

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ ｵｵﾜﾆ

○2  100m  2:15.00

○2   50m  1:15.00

工藤　丈士 大鰐 小5  145

ｸﾄﾞｳ ｼﾞｮｳｼﾞ ｵｵﾜﾆ

○3   25m    18.00

○3   50m    38.60

佐々木涼香 大鰐 小5  146

ｻｻｷ ﾘｮｳｶ ｵｵﾜﾆ

○3  100m  1:26.17

○3   50m    35.18

神　　天翔 大鰐 小6  147

ｼﾞﾝ ﾂﾊﾞｻ ｵｵﾜﾆ

○4   25m    40.00

○4   50m  1:25.00

吉本　空音 大鰐 小6  148

ﾖｼﾓﾄ ｿﾗﾄ ｵｵﾜﾆ

○4   25m    20.00

○4   50m    42.00

須藤　大喜 大鰐 小4  149

ｽﾄｳ ﾀﾞｲｷ ｵｵﾜﾆ

○2   25m    30.00

○2   50m  1:10.00

山内　煌月 大鰐 小2  150

ﾔﾏｳﾁ ｺｳｶﾞ ｵｵﾜﾆ

○1   50m  1:20.00

○1  100m  2:40.00

山口　諒太 大鰐 小2  151

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ ｵｵﾜﾆ

○1   50m  1:20.00

○1   50m  1:10.00

中野天彩奈 碇ヶ関 小5  152

ﾅｶﾉ ｱｻﾅ ｲｶﾘｶﾞｾｷ

○3  100m  1:40.00

○3   50m    42.00
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木村凛太郎 碇ヶ関 小3  153

ｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ ｲｶﾘｶﾞｾｷ

○1   25m    35.00

○1   25m    30.00

山田　伯拓 碇ヶ関 小6  154

ﾔﾏﾀﾞ ﾊｸ ｲｶﾘｶﾞｾｷ

○4  100m  2:10.00

○4   50m  1:10.00

丸山　侑真 碇ヶ関 小2  155

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｼﾝ ｲｶﾘｶﾞｾｷ

○1   50m  1:20.00

○1   25m    38.00

小山内春幸 碇ヶ関 小2  156

ｵｻﾅｲ ﾊﾙﾕｷ ｲｶﾘｶﾞｾｷ

○1   25m    50.00

小山内朋幸 碇ヶ関 小4  157

ｵｻﾅｲ ﾄﾓﾕｷ ｲｶﾘｶﾞｾｷ

○2   50m  1:20.00

○2   25m    35.00

柴田　　匠 碇ヶ関 小4  158

ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ ｲｶﾘｶﾞｾｷ

○2   25m    34.00

○2   50m  1:05.00

板垣　虹汰 扇田 小4  159

ｲﾀｶﾞｷ ｺｳﾀ ｵｳｷﾞﾀ

○2   50m    59.05

○2   50m  1:09.04

高橋　咲空 山瀬 小4  160

ﾀｶﾊｼ ｻﾗ ﾔﾏｾ

○2  100m  1:40.00

○2   50m    45.80

辻　　春乃 山瀬 小6  161

ﾂｼﾞ ﾊﾙﾉ ﾔﾏｾ

○4  100m  1:21.53

○4   50m    36.68

阿部　来実 花岡 小3  162

ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ ﾊﾅｵｶ

○1   25m    25.15

○1   50m    51.58

木村　心優 花岡 小3  163

ｷﾑﾗ ﾐﾋﾛ ﾊﾅｵｶ

○1   25m    35.00

○1  100m  2:05.00

山本　舞桜 弘前城東 小3  164

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳ

○1  100m  1:44.00

○1  100m  1:58.00

間山　雄飛 弘前城東 小4  165

ﾏﾔﾏ ﾕｳﾋ ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳ

○2  100m  1:28.00

○2   50m    40.00

小田桐英冴 弘前城東 小5  166

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｴｲｺﾞ ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳ

○3  100m  1:24.51

○3   50m    38.91

伊藤　祐陽 福村 小5  167

ｲﾄｳ ﾕｳﾋ ﾌｸﾑﾗ

○3  100m  1:34.83

○3   50m    42.79

田澤　憲真 福村 小5  168

ﾀｻﾞﾜ ｹﾝｼﾝ ﾌｸﾑﾗ

○3  200m  3:11.00

○3  100m  1:42.38

三浦　大典 福村 小4  169

ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ ﾌｸﾑﾗ

○2  100m  2:03.00

○2   50m    59.57

三浦千亜妃 福村 小6  170

ﾐｳﾗ ﾁｱｷ ﾌｸﾑﾗ

○4  100m  1:49.00

○4   50m    40.23

八木橋明里紗 桔梗野 小3  171

ﾔｷﾞﾊｼ ｱﾘｻ ｷｷｮｳﾉ

○1  100m  1:39.07

○1   50m    42.77
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黒瀧　巧翔 松原 小3  172

ｸﾛﾀｷ ｺｳｼ ﾏﾂﾊﾞﾗ

○1  100m  1:46.91

○1   50m    43.10

浅利　夕蘭 文京 小4  173

ｱｻﾘ ﾕﾗ ﾌﾞﾝｷｮｳ

○2  100m  1:52.00

○2  100m  1:29.00

相馬　鳳乃 堀越 小4  174

ｿｳﾏ ｺｳﾉ ﾎﾘｺｼ

○2  100m  1:43.26

○2   50m    46.95

梅村　勇迅 弘前北 小5  175

ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾝ ﾋﾛｻｷｷﾀ

○3  200m  3:05.00

○3   50m    44.00

一戸　陽仁 大成 小5  176

ｲﾁﾉﾍ ﾊﾙﾄ ﾀｲｾｲ

○3  100m  1:10.36

○3  200m  2:46.86

畑中　夕夏 大鰐 小3  177

ﾊｹﾅｶ ﾕｳｶ ｵｵﾜﾆ

○1   50m  1:25.00

畑中　百夏 大鰐 小5  178

ﾊﾀﾅｶ ﾓﾓｶ ｵｵﾜﾆ

○3   50m  1:00.00

小山内法子 碇ヶ関 小6  179

ｵｻﾅｲ ﾉﾘｺ ｲｶﾘｶﾞｾｷ

○4   50m    43.50

○4  100m  1:29.99

貴田なつみ 大鰐 小6  180

ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｵｵﾜﾆ

○4  200m  3:15.00

山口　未来 大鰐 小2  181

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｸ ｵｵﾜﾆ

○1   25m  1:00.00


