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菅原　　成 赤組 中2    3
ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    30.00
○4   50m    35.00

菅原　　詩 赤組 小1    4
ｽｶﾞﾜﾗ ｳﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m    45.00

貴田なつみ 赤組 中2    8
ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｱｶｸﾞﾐ

○4  100m  1:25.00
○4   50m    39.00

泉　　遥斗 赤組 中2   15
ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○4  100m  1:15.00
○4   50m    29.50

○4   25m    16.00

成田　輝星 赤組 小2   16
ﾅﾘﾀ ﾋｶﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○2  100m  1:50.00
○2   50m    47.00

○2   50m    57.00

成田　一颯 赤組 小4   17
ﾅﾘﾀ ｲﾌﾞｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    43.00
○3   50m    38.00

○3   50m    48.00

畠山　　尽 赤組 小5   18
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  2:00.00
○3   50m    52.00

○3   50m    43.00

中嶋　　玲 赤組 小4   19
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    25.96
○3   50m  1:03.49

木村　心優 赤組 小5   20
ｷﾑﾗ ﾐﾋﾛ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    34.33
○3   50m    36.88

○3   50m    42.26

阿部　来実 赤組 小5   21
ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:22.00
○3   50m    41.23

○3   50m    45.52

小松　海道 赤組 小3   22
ｺﾏﾂ ｶｲｼﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○2  100m  1:55.00
○2   25m    28.00
○2   50m    58.00

松崎　咲昊 赤組 小6   23
ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾗ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:20.00
○3   50m    37.00

佐藤　幸妃 赤組 小6   24
ｻﾄｳ ｻﾂｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:21.00
○3   25m    20.00

○3   50m    37.00

中村　智理 赤組 小5   32
ﾅｶﾑﾗ ﾁｻﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:45.00
○3   25m    22.00
○3   50m    50.00

中村　智陽 赤組 小2   33
ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m    40.00
○2   25m    40.00
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相馬　凰乃 赤組 小6   34
ｿｳﾏ ｺｳﾉ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:22.99
○3   50m    36.59

○3   50m    54.00

長内　莉子 赤組 小3   35
ｵｻﾅｲ ﾘｺ ｱｶｸﾞﾐ

○2   50m    50.97
○2   25m    28.56

○2   25m    40.00

横濱　望実 赤組 小5   37
ﾖｺﾊﾏ ﾐﾉﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:43.00
○3   50m    41.00

○3   50m    49.34

横濱　光里 赤組 小1   38
ﾖｺﾊﾏ ﾋｶﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m  1:56.00
○1   25m  1:56.00

齋藤　楚々乃 赤組 小3   41
ｻｲﾄｳ ｿｿﾉ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    35.00
○2   25m    35.00

○2   50m  1:00.00

赤平　凜子 赤組 小3   42
ｱｶﾋﾗ ﾘｺ ｱｶｸﾞﾐ

○2  100m  1:45.00
○2   50m    48.00

○2   50m    52.00

赤平　華子 赤組 幼0   43
ｱｶﾋﾗ ｶｺ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m    45.00

山口　未来 赤組 小4   52
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｸ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    39.00
○2   50m    46.00

○3   50m    45.00

山口　健心 赤組 幼0   53
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m    33.00
○2   25m    30.00

○1   25m    33.00

乳井　実李 赤組 小6   54
ﾆｭｳｲ ﾐﾉﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    18.00
○3   50m    39.90

吉岡　亮伍 赤組 中2   55
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｺﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○4   25m    13.90
○4   50m    29.80

○4   25m    15.00

伊藤　明子 赤組 小4   56
ｲﾄｳ ﾒｲｺ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:30.00
○3   50m    39.00

○3   50m    43.00

千葉　瑠花 赤組 小6   57
ﾁﾊﾞ ﾙｶ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:20.00
○3   50m    36.88

○3   50m    38.00

相馬　優色 赤組 幼0   61
ｿｳﾏ ﾕｲ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m    50.00
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浪岡　洋輔 赤組 小4   62
ﾅﾐｵｶ ﾖｳｽｹ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  2:10.00
○3   50m  1:00.00
○3   25m    30.00

浪岡　佑成 赤組 小2   63
ﾅﾐｵｶ ﾕｳｾｲ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m    34.00
○2   25m    30.00

小林　瑞季 赤組 中2   65
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｱｶｸﾞﾐ

○4   25m    13.00
○4   50m    27.99

小林　龍生 赤組 小6   66
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    49.00
○3   50m    49.00

泉　　裕仁 赤組 中1   67
ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    37.15
○4   50m    51.00

泉　　晴仁 赤組 小4   68
ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    19.00
○3   50m    37.32

佐々木涼香 赤組 中1   70
ｻｻｷ ﾘｮｳｶ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    31.00
○4   25m    16.00

○4  100m  1:30.00

成田　　樹 赤組 小3   71
ﾅﾘﾀ ｲﾂｷ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m    41.00
○2   25m    37.00

○2   25m    39.00

下山　優芽 赤組 小4   72
ｼﾓﾔﾏ ﾕﾒ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    38.00
○3   25m    46.00

赤平　瑛仁 赤組 小1   74
ｱｶﾋﾗ ｴｲｼﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m  1:10.00

赤平　瑚都 赤組 幼0   75
ｱｶﾋﾗ ｺﾄ ｱｶｸﾞﾐ

小山内はづき 赤組 中2   76
ｵｻﾅｲ ﾊﾂﾞｷ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    37.00
○4   25m    18.00

○4   25m    21.00

小野　凜嘉 赤組 小4   85
ｵﾉ ﾘﾝｶ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    20.00
○2   25m    28.00

○2   50m    49.00

小川　　　凜 赤組 小3   86
ｵｶﾞﾜ ﾘﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    23.00
○2   25m    29.00
○2   50m  1:10.00

阿部　心結 赤組 小6   87
ｱﾍﾞ ﾐﾕ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:21.00
○3   50m    40.00

菅原　暖菜 赤組 小3   88
ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾅ ｱｶｸﾞﾐ

○2   50m  1:00.00
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田辺　淳朗 赤組 小3   92
ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾛｳ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    25.00

佐藤　彰良 赤組 小5   94
ｻﾄｳ ｱｷﾗ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    18.00
○3   50m    41.00

○3   25m    25.00

奈良岡琉彗 赤組 小3   95
ﾅﾗｵｶ ﾘｭｳｾｲ ｱｶｸﾞﾐ

○2  100m  2:00.00
○2   50m    41.48

○2   50m    53.63

田辺　詩朗 赤組 小5   97
ﾀﾅﾍﾞ ｳﾀﾛｳ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:20.00
○3   50m    36.00

○3   50m    38.00

小野　凰欄 赤組 小5   99
ｵﾉ ｺｳﾗﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    43.00
○3   25m    23.00
○3   50m  1:00.00

小林　祐斗 赤組 高1  101
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○5  100m  1:08.00
○5   50m    29.00

鳴海　雄大 赤組 高1  103
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾀﾞｲ ｱｶｸﾞﾐ

○5  100m  1:09.00
○5   50m    29.00

田中　　翼 赤組 高1  105
ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ ｱｶｸﾞﾐ

○5  100m  1:13.00
○5   50m    28.50

佐藤日夏里 赤組 高2  107
ｻﾄｳ ﾋｶﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○5  100m  1:18.00
○5   50m    31.90

菅原　真樹 赤組  109
ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ ｱｶｸﾞﾐ

○5  100m  1:20.00
○5   50m    32.00

三浦　悠靖 赤組 小2  111
ﾐｳﾗ ﾕｳｾｲ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m    50.00

阿部　結真 赤組 幼0  112
ｱﾍﾞ ﾕｳﾏ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m  1:00.00

菅原悠ノ介 赤組 小5  113
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾉｽｹ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    43.58
○3   25m    25.00

松田　海煌 赤組 小3  114
ﾏﾂﾀ ｶｲｵｳ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    30.00
○2   25m    38.00

小笠原　淳 赤組 小6  116
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾂｼ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    33.31
○3   50m    36.67

○3   25m    18.00

葛西　美憂 赤組 中2  122
ｶｻｲ ﾐﾕｳ ｱｶｸﾞﾐ

○4   25m    25.00
○4   50m    50.00
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混合    1 赤組選抜1 ｱｶｸﾞﾐ 一般   14 ○6 200m  2:00.00

混合    1 赤組選抜2 ｱｶｸﾞﾐ 一般   15 ○6 200m  2:00.00


