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笹島　力弥 白組 中2    1
ｻｻｼﾞﾏ ﾘｷﾔ ｼﾛｸﾞﾐ

○4  100m  1:20.00
○4   50m    40.31

○4   50m    44.59

藤盛　颯太 赤組 小5    2
ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:58.00
○3   50m    39.40

○3   50m    41.60

藤盛　瑛太 赤組 小3    3
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴｲﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    33.00
○2   25m    38.00

泉　　遥斗 赤組 中3    4
ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○4   25m    13.50
○4   50m    28.39

○4  100m  1:18.00

三浦　勇磨 赤組 小3    5
ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ ｱｶｸﾞﾐ

○2  100m  1:45.00
○2   50m    48.00

武田　藍門 白組 小5    6
ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:50.00
○3   25m    15.81

○3   50m    41.99

成田　隼人 赤組 小1    7
ﾅﾘﾀ ﾊﾔﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m    50.00

菅原　　詩 白組 小2    8
ｽｶﾞﾜﾗ ｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m    30.00
○2   25m    25.00

伊藤　匠吾 赤組 中1    9
ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    50.00
○4   50m    50.00

○4   50m    50.00

伊藤　壮寿 赤組 小5   10
ｲﾄｳ ｿｳﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m  1:30.00
○3   50m  1:30.00

○3   50m  1:30.00

浪岡　洋輔 白組 小5   11
ﾅﾐｵｶ ﾖｳｽｹ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:38.00
○3   50m    39.00

○3   50m    40.00

浪岡　佑成 白組 小3   12
ﾅﾐｵｶ ﾕｳｾｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    45.00
○2   25m    50.00

○2   50m  1:10.00

樋渡　咲来 白組 小2   13
ﾋﾜﾀﾘ ｻｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    39.59
○2   25m    53.06

小出　遥俊 赤組 中2   14
ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○4   25m    40.00
○4   25m    45.00

○4   50m    39.00
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小出　茉優 赤組 小2   15
ｺｲﾃﾞ ﾐﾋﾛ ｱｶｸﾞﾐ

○2  100m  2:10.00
○2   50m  1:00.00

○2   25m    50.00

児玉　万采 赤組 小2   16
ｺﾀﾞﾏ ﾏｺﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m  1:00.00
○2   25m    45.00

○2   25m    50.00

山内　謙槙 赤組 小5   17
ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    45.00
○3   50m    45.00

横濱　望実 赤組 小6   18
ﾖｺﾊﾏ ﾐﾉﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:37.88
○3   50m    33.78

○3   50m    45.87

横濱　光里 赤組 小2   19
ﾖｺﾊﾏ ﾋｶﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    27.00
○2   25m    53.00

○2   50m  1:25.00

春日　楓香 赤組 小2   20
ｶｽｶﾞ ﾌｳｶ ｱｶｸﾞﾐ

伊藤　巻人 白組 小1   21
ｲﾄｳ ﾏｷﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    55.00
○2   50m  2:00.00

糸田　美優 白組 小5   22
ｲﾄﾀﾞ ﾐﾕ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    40.00
○3   50m    47.03

伊藤　　改 白組 小3   23
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    30.00
○2   25m    50.00

○2   50m  1:10.00

加賀谷正真 白組 小4   24
ｶｶﾞﾔ ｼｮｳﾏ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    38.90
○3   50m    47.33

○3  100m  1:31.00

田中　琉聖 白組 小5   25
ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    26.10
○3   50m    45.10

○3   50m    55.80

赤平　瑛仁 白組 小2   26
ｱｶﾋﾗ ｴｲｼﾝ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m  1:10.00

赤平　瑚都 白組 幼   27
ｱｶﾋﾗ ｺﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

中江竜太郎 白組 小2   28
ﾅｶｴ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｼﾛｸﾞﾐ

成田　　樹 白組 小4   29
ﾅﾘﾀ ｲﾂｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    40.00
○1   25m    40.00

○3   25m    55.00
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成田　　風 白組 幼   30
ﾅﾘﾀ ﾌｳ ｼﾛｸﾞﾐ

吉岡　亮伍 赤組 中3   31
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｺﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    29.00
○4   50m    33.00

○4   25m    14.00

木村凛太郎 赤組 小6   32
ｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    50.00
○3   50m    38.90

木村　綸奈 赤組 小4   33
ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    38.23

阿部　真翔 白組 小4   34
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    43.85
○3  100m  1:54.29

○3   50m    52.33

中村　心音 白組 小5   35
ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    19.00
○3   50m    40.05

○3  100m  1:30.56

平賀　寛菜 白組 小5   36
ﾋﾗｶﾞ ｶﾝﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    35.68

三浦悠理子 白組 小3   37
ﾐｳﾗ ﾕﾘｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   50m    41.00
○2   50m    50.00

○2   50m  1:00.00

阿部　愛衣 白組 小3   38
ｱﾍﾞ ﾒｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   50m    43.85
○2   50m  1:00.18

○2   50m  1:04.46

三浦杏倫佐 白組 小2   39
ﾐｳﾗ ｱﾘｻ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m    30.00
○2   25m    23.00

平賀　暖菜 白組 小1   40
ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○2  100m  1:50.00
○2   25m    23.00

○2   50m    45.83

三浦　愛理 白組 中1   41
ﾐｳﾗ ｱｲﾘ ｼﾛｸﾞﾐ

○4  100m  1:30.00
○4   50m    49.00

石戸谷嵩暁 白組 中3   42
ｲｼﾄﾞﾔ ﾀｶｱｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   25m    14.00
○4   50m    28.00

○4  100m  1:10.10

三浦　拓磨 赤組 中3   43
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ ｱｶｸﾞﾐ

○4   25m    13.01
○4   50m    28.50

内藤　　輝 白組 中2   44
ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    28.80
○4   25m    14.80

○4  100m  1:15.00
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相馬　夏稀 赤組 小5   45
ｿｳﾏ ﾅﾂｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    42.00
○3   25m    20.00

相馬　優色 赤組 小1   46
ｿｳﾏ ﾕｲ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    45.00
○2   25m  1:15.00

○2   50m  1:50.00

佐々木駿弥 赤組 小5   47
ｻｻｷ ｼｭﾝﾔ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    40.00
○3   50m  1:10.00

畠山　　尽 赤組 小6   48
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    22.00
○3   50m    44.00

阿部　来実 赤組 小6   49
ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:20.00
○3   50m    32.00

成田　一颯 赤組 小5   50
ﾅﾘﾀ ｲﾌﾞｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:24.00
○3   50m    31.99

○3   50m    35.47

成田　輝星 赤組 小3   51
ﾅﾘﾀ ﾋｶﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○2  100m  1:29.97
○2   50m    34.18

○2   50m    44.75

小松　海道 赤組 小4   52
ｺﾏﾂ ｶｲｼﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:25.00
○3   50m    34.74

○3   50m    43.65

佐々木希実 白組 小5   53
ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:36.00
○3   50m    37.00

田村　大雅 赤組 小5   54
ﾀﾑﾗ ﾀｲｶﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:55.00
○3   25m    25.00

○3   50m    48.00

飯塚　凜人 白組 小6   55
ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾝﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:35.00
○3   50m    36.00

○3   50m    43.00

八代　魁生 赤組 中2   56
ﾔｼﾛ ｶｲｾｲ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    37.00
○4  100m  1:21.00

福岡実樹瑠 赤組 中2   57
ﾌｸｵｶ ﾐｼﾞｭﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    34.00
○4  100m  1:30.00

佐藤　幸妃 赤組 中1   58
ｻﾄｳ ｻﾂｷ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    36.00
○4  100m  1:18.00

松崎　咲昊 赤組 中1   59
ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾗ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    34.00
○4  100m  1:19.00

山口　健心 赤組 小1   60
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○2   50m    56.00
○2  100m  2:20.00

○2   50m  1:16.00
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山口　未来 赤組 小5   61
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｸ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:29.00
○3   50m    34.00

○3   50m    39.00

赤平　凜子 赤組 小4   62
ｱｶﾋﾗ ﾘｺ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:39.37
○3   50m    46.69

赤平　悠琉 赤組 中1   63
ｱｶﾋﾗ ﾊﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○4  100m  1:16.50
○4   50m    36.50

○4   25m    18.00

赤平　華子 赤組 小1   64
ｱｶﾋﾗ ｶｺ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m  1:00.00
○2   25m  1:10.00

中野天彩奈 白組 中2   65
ﾅｶﾉ ｱｻﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○4  100m  1:29.22
○4   50m    45.16

中野　心雄 白組 小1   66
ﾅｶﾉ ｻﾈﾀｶ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m  1:00.00

工藤　玄都 白組 小2   67
ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m  1:00.00

大川月宇空 赤組 小1   68
ｵｵｶﾜ ﾙｳｱ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    50.00
○2   25m    55.00

○1   25m  1:00.00

間山　雄飛 白組 中1   69
ﾏﾔﾏ ﾕｳﾋ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    31.55
○4   50m    27.30

○4   50m    37.50

須藤　　董 白組 小6   70
ｽﾄｳ ｽﾐﾚ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:24.00
○3   50m    32.00

○3   50m    40.00

須藤　　快 白組 小3   71
ｽﾄｳ ｶｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○2  100m  1:39.00
○2   50m    38.00

○2   50m    49.00

奈良田理仁 赤組 小5   72
ﾅﾗﾀ ｱﾘﾋﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    33.58
○3  100m  1:30.00

○3   50m    42.02

赤平みさき 白組 小4   73
ｱｶﾋﾗ ﾐｻｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m  1:10.00

下山　沙良 白組 小4   74
ｼﾓﾔﾏ ｻﾗ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m  1:10.00

西谷ふわり 白組 小4   75
ﾆｼﾔ ﾌﾜﾘ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m  1:10.00

三浦　咲那 白組 幼   76
ﾐｳﾗ ｻﾅ ｼﾛｸﾞﾐ
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粟津　俊一 白組   82
ｱﾜﾂ ｼｭﾝｲﾁ ｼﾛｸﾞﾐ

○5  100m  2:00.00
○5   25m    20.00
○5   50m    50.00

粟津聡一郎 白組 小3   83
ｱﾜﾂ ｿｳｲﾁﾛｳ ｼﾛｸﾞﾐ

○2  100m  2:30.00
○1   25m    30.00
○2   50m    44.00

粟津　孝仁 白組 幼   84
ｱﾜﾂ ｺｳｼﾞﾝ ｼﾛｸﾞﾐ

○1   25m  1:00.00
○1   25m  1:00.00

中村　心咲 赤組 小4   85
ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:31.00
○3   50m    39.00

○3   50m    42.00

佐藤　玲奈 赤組 小3   86
ｻﾄｳ ﾚﾅ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    22.00
○2   50m    51.61

○2   50m    54.00

奈良岡志穂 白組 中1   87
ﾅﾗｵｶ ｼﾎ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    39.90
○4  100m  1:17.00

対馬　柚生 白組 小6   88
ﾂｼﾏ ﾕｽﾞｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:25.00
○3   50m    35.30

○3   50m    45.00

川村　勇太 赤組 中2   89
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○4  100m  1:15.00
○4   50m    40.00

小笠原　淳 赤組 中1   90
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾂｼ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    42.00
○4   25m    17.00

○4   50m    30.19

奈良岡琉彗 赤組 小4   91
ﾅﾗｵｶ ﾘｭｳｾｲ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:30.00
○3   50m    40.00

○3   50m    40.27

伊藤　祐陽 白組 中2   92
ｲﾄｳ ﾕｳﾋ ｼﾛｸﾞﾐ

○4  100m  1:10.00
○4   50m    29.50

○4   50m    34.30

山内　　学 白組   93
ﾔﾏｳﾁ ﾏﾅﾌﾞ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    50.00
○5   25m    25.00

岸　じゅな 赤組 小1   94
ｷｼ ｼﾞｭﾅ ｱｶｸﾞﾐ

岸　しゅか 赤組 幼   95
ｷｼ ｼｭｶ ｱｶｸﾞﾐ

亀山げんき 赤組 小1   96
ｶﾒﾔﾏ ｹﾞﾝｷ ｱｶｸﾞﾐ
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吉川　悟史 白組   97
ﾖｼｶﾜ ｻﾄｼ ｼﾛｸﾞﾐ

伊藤　和将 赤組   98
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ ｱｶｸﾞﾐ

小林　祐斗 赤組 高2   99
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    29.50
○5  100m  1:04.00

畠山　　拡 赤組 高2  100
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾑ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    30.50
○5  100m  1:07.00

山田　陽平 赤組 高2  101
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    38.00
○5  100m  1:12.00

鳴海　雄大 白組 高2  102
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾀﾞｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    29.90
○5  100m  1:05.00

松橋　稜太 白組 高2  103
ﾏﾂﾊｼ ﾘｮｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    25.00
○5  100m  1:06.00

田中　　翼 白組 高2  104
ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ ｼﾛｸﾞﾐ

○5  100m  1:09.00
○5   50m    37.00

高橋　　涼 白組 高1  105
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    29.00
○5  100m  1:15.00

兜森　佑樹 赤組 高1  106
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾕｳｷ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    27.90
○5  100m  1:08.00


