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木村凜太郎 白組 小5    1
ｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    17.00
○3   50m    40.00

○3   50m    55.00

木村　綸奈 白組 小3    2
ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    24.00
○2   50m    48.00

○2   50m    43.00

三浦　勇磨 白組 小2    5
ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   50m    48.00
○2   50m    58.00

須藤　　董 白組 小5    6
ｽﾄｳ ｽﾐﾚ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:33.37
○3   50m    45.78

○3   50m    41.18

須藤　　快 白組 小2    7
ｽﾄｳ ｶｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○2  100m  1:56.26
○2   50m    48.39

○2   50m  1:00.00

船木　楓斗 白組 小6    9
ﾌﾅｷ ﾌｳﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:30.00
○3   50m    38.00

○3   50m    34.00

船木　　蓮 白組 小5   10
ﾌﾅｷ ﾚﾝ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    40.00
○3   25m    35.00

○3   50m  1:20.00

船木　幸助 白組 幼0   11
ﾌﾅｷ ｺｳｽｹ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m    50.00

吉本　天音 白組 小5   12
ﾖｼﾓﾄ ｱﾏﾈ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m    35.00
○3   25m    30.00

○3   25m    35.00

伊藤　壮寿 白組 小4   13
ｲﾄｳ ｿｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m  1:20.00
○3   25m  1:07.00

○3   50m  1:08.00

伊藤　匠吾 白組 小6   14
ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    49.00
○3   50m  1:00.70

○3  100m  2:05.00

三浦　拓磨 白組 中2   25
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ ｼﾛｸﾞﾐ

○4  100m  1:24.00
○4   25m    14.00
○4   50m    32.50

石山　穣司 白組 小6   26
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:25.00
○3   50m    34.00

○3   50m    42.00

石山　澄海 白組 小2   27
ｲｼﾔﾏ ｽｶｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m  1:20.00
○2   50m  1:00.00
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小出　遥俊 白組 中1   28
ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾄｼ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   25m    25.00
○4   25m    28.00

○4   50m    45.00

小出　茉優 白組 小1   29
ｺｲﾃﾞ ﾐﾋﾛ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    35.00
○2   25m    35.00

○2   50m  1:10.00

樋渡　咲来 白組 小1   30
ﾋﾜﾀﾘ ｻｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m    42.00
○2   25m    39.00

児玉　万采 白組 小1   31
ｺﾀﾞﾏ ﾏｺﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m    41.00
○2   25m    40.00

○2   25m    36.00

田村　大雅 白組 小4   36
ﾀﾑﾗ ﾀｲｶﾞ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    30.00
○3   50m  1:00.00

吉田　春人 白組 小6   39
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    18.05
○3   25m    23.00

○3   50m    33.40

吉田　瑠衣 白組 小3   40
ﾖｼﾀﾞ ﾙｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    35.00
○2   25m    36.00

小山内法子 白組 中2   44
ｵｻﾅｲ ﾉﾘｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○4  100m  1:26.50
○4   50m    36.50

○4   50m    45.50

石塚　心望 白組 幼0   45
ｲｼﾂﾞｶ ｺｺﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m    45.00
○2   25m    40.00

○1   25m    40.00

笹川穂乃花 白組 小6   46
ｻｻｶﾞﾜ ﾎﾉｶ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:20.00
○3   50m    34.55

○3   50m    39.91

笹川　駿太 白組 小4   47
ｻｻｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:54.57
○3   50m    47.80

○3   50m    54.86

武田　琉玖 白組 小4   48
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｸ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    49.00
○3  100m  1:45.00

○3   50m    40.80

田中　琉聖 白組 小4   49
ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    49.00
○3   50m    58.90

虻川真梛斗 白組 小4   50
ｱﾌﾞｶﾜ ﾏﾅﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    49.80
○3   25m    26.80

糸田　美優 白組 小4   51
ｲﾄﾀﾞ ﾐﾕ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    50.48
○3   50m    45.98
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丸屋　俊輔 白組 小6   58
ﾏﾙﾔ ｼｭﾝｽｹ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    45.00
○3   50m    55.00

髙坂　花実 白組 小3   59
ｺｳｻｶ ﾊﾅﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    35.00
○2   25m    45.00
○2   50m  1:20.00

髙坂　明来 白組 小2   60
ｺｳｻｶ ﾒｸﾞﾙ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m    45.00
○2   25m    40.00

○2   25m    50.00

藤盛　颯太 白組 小4   64
ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    54.00
○3   50m  1:20.00

○3   50m  1:09.00

成田　なつ 白組 中2   69
ﾅﾘﾀ ﾅﾂ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   25m    15.00
○4  100m  1:14.00

○4   50m    39.00

鈴木　大誉 白組 中2   73
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀｶ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   25m    18.00
○4   50m    39.00

丸屋　悠奈 白組 中2   77
ﾏﾙﾔ ﾕｳﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    37.00
○4   25m    18.00

○4   25m    21.00

平賀　暖菜 白組 幼0   78
ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○1  100m  2:07.55
○1   25m    51.00

○1   50m  1:08.00

三浦　愛理 白組 小6   79
ﾐｳﾗ ｱｲﾘ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:39.86
○3   50m    37.95

中村　心音 白組 小4   80
ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    45.71
○3   50m    42.08

○3   50m    48.78

平賀　寛菜 白組 小4   81
ﾋﾗｶﾞ ｶﾝﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:30.00
○3   50m    41.00

吉澤なな子 白組 小2   82
ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾅｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m    25.00
○2   25m    25.00

○2   50m    58.00

齋藤　一生 白組 中2   83
ｻｲﾄｳ ﾋｵ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   25m    18.20
○4   25m    17.80

○4   50m    38.00

奈良岡志穂 白組 小6   84
ﾅﾗｵｶ ｼﾎ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:25.00
○3   50m    43.76
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中村　心咲 白組 小3   89
ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    25.00
○2   50m    44.79

○2   50m  1:10.00

阿部　結月 白組 小3   90
ｱﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    30.00
○2   25m    35.00

○2   50m  1:10.00

佐藤　玲奈 白組 小2   91
ｻﾄｳ ﾚﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○2  100m  2:30.00
○2   25m    35.00

○2   25m    38.00

粟津聡一郎 白組   93
ｱﾜﾂ ｿｳｲﾁﾛｳ ｼﾛｸﾞﾐ

○5  100m  3:00.00
○5   50m  1:00.00
○1   25m    45.00

粟津　孝仁 白組 幼0   96
ｱﾜﾂ ｺｳｼﾞﾝ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m  1:00.00

村田　　成 白組 中1   98
ﾑﾗﾀ ｼﾞｮｳ ｼﾛｸﾞﾐ

○4  100m  1:20.00
○4   50m    31.88

石垣　稜歩 白組 高2  100
ｲｼｶﾞｷ ﾘｮｳﾎ ｼﾛｸﾞﾐ

○5  100m  1:10.00
○5   50m    33.00

畠山　　拡 白組 高1  102
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾑ ｼﾛｸﾞﾐ

○5  100m  1:12.00
○5   50m    31.50

松橋　稜太 白組 高1  104
ﾏﾂﾊｼ ﾘｮｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○5  100m  1:11.00
○5   50m    25.00

山田　陽平 白組 高1  106
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○5  100m  1:15.00
○5   50m    35.00

金谷　茉陽 白組 高2  108
ｶﾈﾔ ﾏｵ ｼﾛｸﾞﾐ

○5  100m  1:19.00
○5   50m    38.00

粟津　俊一 白組  110
ｱﾜﾂ ｼｭﾝｲﾁ ｼﾛｸﾞﾐ

○5  100m  2:00.00
○5   50m    40.00

○5   25m    20.00

川村　勇太 白組 中1  115
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○4  100m  1:30.00
○4   50m    30.00

○4   50m    40.00

伊藤　祐陽 白組 中1  117
ｲﾄｳ ﾕｳﾋ ｼﾛｸﾞﾐ

○4  100m  1:13.00
○4   50m    28.00

○4   50m    34.30

川村　洸太 白組 小5  118
ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    20.00
○3   50m    41.00
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対馬　柚生 白組 小5  119
ﾂｼﾏ ﾕｽﾞｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:25.00
○3   25m    17.00

○3   50m    31.71

岩谷　　瞭 白組 中2  120
ｲﾜﾔ ﾘｮｳ ｼﾛｸﾞﾐ

○4  100m  1:20.00
○4   50m    30.00

○4   50m    35.00

岩谷　　薫 白組 小3  121
ｲﾜﾔ ｶｵﾙ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    23.00
○2   25m    30.00

○2   50m    45.00
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混合    2 白組選抜1 ｼﾛｸﾞﾐ 一般   16 ○6 200m  2:00.00

混合    2 白組選抜2 ｼﾛｸﾞﾐ 一般   17 ○6 200m  2:00.00


