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田村　優來 稲垣 小6    1
ﾀﾑﾗ ﾕﾗ ｲﾅｶﾞｷ

○4   50m    38.00
○4  200m  2:34.72

田村　斗梧 稲垣 小4    2
ﾀﾑﾗ ﾄｳｺﾞ ｲﾅｶﾞｷ

○2   50m    48.09
○2   50m    58.33

福士愛夢斗 石川 小5    3
ﾌｸｼ ｱﾕﾄ ｲｼｶﾜ

○3  100m  1:08.85
○3   50m    34.47

船水　結斗 石川 小4    4
ﾌﾅﾐｽﾞ ﾕｲﾄ ｲｼｶﾜ

○2  100m  1:27.80
○2  100m  1:41.86

船水　咲椰 石川 小2    5
ﾌﾅﾐｽﾞ ｻﾔ ｲｼｶﾜ

○1  100m  2:09.31
○1   50m    44.50

藤田　夏羽 石川 小3   23
ﾌｼﾞﾀ ｺｳ ｲｼｶﾜ

○1  100m  2:00.00
○1   50m    44.00

苫米地　悠 いずみ 小6    6
ﾄﾏﾍﾞﾁ ﾕｳ ｲｽﾞﾐ

○4  100m  1:36.62
○4   50m    40.69

藤田旺志郎 柏 小5    7
ﾌｼﾞﾀ ｵｳｼﾛｳ ｶｼﾜ

○3  200m  3:01.19
○3   50m    34.34

阿部　葵唯 千年 小6    8
ｱﾍﾞ ｷｲ ﾁﾄｾ

○4  100m  1:16.20
○4  200m  2:47.04

菊池　笙太 大館市 小5    9
ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ ｵｵﾀﾞﾃｼ

○3  100m  1:20.00
○3   50m    43.45

浪岡　佑成 大館市 小5   10
ﾅﾐｵｶ ﾕｳｾｲ ｵｵﾀﾞﾃｼ

○3  100m  1:48.00
○3   50m    47.01

半田　悠貴 大館市 小5   11
ﾊﾝﾀﾞ ﾋｻｷ ｵｵﾀﾞﾃｼ

○3  100m  2:10.00
○3   50m    40.00

菅原　伊織 大館市 小6   12
ｽｶﾞﾜﾗ ｲｵﾘ ｵｵﾀﾞﾃｼ

○4   25m    35.00

浅利　りさ 大館市 小4   13
ｱｻﾘ ﾘｻ ｵｵﾀﾞﾃｼ

○2  100m  1:44.69
○2   50m    44.73

浅利潤太朗 大館市 小1   14
ｱｻﾘ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ ｵｵﾀﾞﾃｼ

○1   25m    44.01
○1   25m    40.00

羽沢　由奈 大館市 小5   45
ﾊｻﾞﾜ ﾕﾅ ｵｵﾀﾞﾃｼ

○3   50m    50.00
○3   50m  1:00.00

羽沢　千陽 大館市 小3   46
ﾊｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ ｵｵﾀﾞﾃｼ

○1   50m    55.00
○1   50m  1:05.00

菅原　弘悠 長木 小6   15
ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾕｳ ﾅｶﾞｷ

○4  100m  1:43.28
○4  200m  3:38.32

菅原　茉莉 長木 小5   16
ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾘ ﾅｶﾞｷ

○3   50m    56.10
○3   50m    56.09
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石田　彩奈 長木 小6   17
ｲｼﾀﾞ ｱﾔﾅ ﾅｶﾞｷ

○4  100m  1:47.65
○4  200m  4:16.37

石田　倖都 長木 小3   18
ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾄ ﾅｶﾞｷ

○1   25m  1:06.54
○1   50m  1:28.21

田中　陽翔 長木 小5   19
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾞｷ

○3  100m  1:38.68
○3  100m  2:00.51

近藤　蒼志 長木 小5   20
ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｼ ﾅｶﾞｷ

○3  100m  1:51.75
○3  100m  2:08.31

藤盛　柑南 長木 小5   21
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾝﾅ ﾅｶﾞｷ

○3   25m    27.11
○3   50m    55.42

横濱　光里 長木 小4   22
ﾖｺﾊﾏ ﾋｶﾘ ﾅｶﾞｷ

○2  100m  1:53.36
○2   50m    53.72

宮内　香蓮 城東 小6   24
ﾐﾔｳﾁ ｶﾚﾝ ｼﾞｮｳﾄｳ

○4  200m  2:37.30
○4  100m  1:17.75

小田桐徠貴 城東 小6   25
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾗｲｷ ｼﾞｮｳﾄｳ

○4  100m  1:31.44
○4   50m    29.62

山田　遥空 城東 小5   26
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｸ ｼﾞｮｳﾄｳ

○3  200m  2:49.72
○3   50m    30.99

阿保ひより 田舎館 小3   27
ｱﾎﾞ ﾋﾖﾘ ｲﾅｶﾀﾞﾃ

○1  100m  1:40.50
○1   50m    50.00

外崎　安珠 桔梗野 小2   28
ﾄﾉｻｷ ｱﾝｼﾞｭ ｷｷｮｳﾉ

○1   25m    35.00
○1   25m    30.00

外崎　雅也 桔梗野 小5   29
ﾄﾉｻｷ ﾏｻﾔ ｷｷｮｳﾉ

○3  100m  1:31.02
○3   50m    39.02

河野　壮流 城南 小5   30
ｺｳﾉ ﾀｹﾙ ｼﾞｮｳﾅﾝ

○3   25m    26.50
○3   50m    53.50

成田　真翔 城南 小6   31
ﾅﾘﾀ ﾏﾅﾄ ｼﾞｮｳﾅﾝ

○4  200m  2:13.17
○4  100m  1:03.23

三浦　勇磨 城南 小5   32
ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ ｼﾞｮｳﾅﾝ

○3  100m  1:32.00
○3   50m    38.00

小出　茉優 城南 小4   33
ｺｲﾃﾞ ﾐﾋﾛ ｼﾞｮｳﾅﾝ

○2  100m  1:55.80
○2   50m    43.44

滝沢　心花 城南 小6   34
ﾀｷｻﾜ ﾎﾉｶ ｼﾞｮｳﾅﾝ

○4  100m  1:06.00
○4   50m    30.00

石山　澄海 城南 小5   35
ｲｼﾔﾏ ｽｶｲ ｼﾞｮｳﾅﾝ

○3  100m  1:40.00
○3   50m    56.00

畠山　煌大 城南 小4   36
ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ ｼﾞｮｳﾅﾝ

○2   25m    27.71
○2   50m    52.25
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齊藤優鶴姫 大和沢 小6   37
ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ ｵｵﾜｻﾜ

○4   50m    42.09
○4   50m    36.98

山口　健心 大鰐 小3   38
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾝ ｵｵﾜﾆ

○1  100m  1:42.00
○1   50m    34.00

須藤　　快 大鰐 小5   41
ｽﾄｳ ｶｲ ｵｵﾜﾆ

○3  200m  2:47.00
○3   50m    34.00

赤平　凜子 桂城 小6   39
ｱｶﾋﾗ ﾘｺ ｹｲｼﾞｮｳ

○4  100m  1:32.00
○4   50m    39.00

赤平　華子 桂城 小3   40
ｱｶﾋﾗ ｶｺ ｹｲｼﾞｮｳ

○1  100m  2:30.00
○1   50m  1:13.00

篠村　天音 桂城 小4   43
ｼﾉﾑﾗ ｱﾏﾈ ｹｲｼﾞｮｳ

○2  100m  1:42.90
○2   50m    37.32

篠村　悠太 桂城 小2   44
ｼﾉﾑﾗ ﾕｳﾀ ｹｲｼﾞｮｳ

○1  100m  1:45.66
○1   50m    43.14

富樫　　連 桂城 小5   75
ﾄｶﾞｼ ﾚﾝ ｹｲｼﾞｮｳ

○3   50m  1:02.00
○3   50m    43.00

斉藤　刹那 桂城 小5   76
ｻｲﾄｳ ｾﾂﾅ ｹｲｼﾞｮｳ

○3   50m    50.00
○3   50m    54.00

新田　湊斗 桂城 小5   77
ﾆｯﾀ ﾐﾅﾄ ｹｲｼﾞｮｳ

○3  100m  1:40.00
○3   50m    41.00

工藤　翔太 桂城 小5   78
ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ ｹｲｼﾞｮｳ

○3   50m    54.00
○3   50m    57.00

奥寺　大樹 桂城 小5   79
ｵｸﾃﾞﾗ ﾀｲｷ ｹｲｼﾞｮｳ

○3  100m  1:40.00
○3   50m    40.00

奥寺由里香 桂城 小2   80
ｵｸﾃﾞﾗ ﾕﾘｶ ｹｲｼﾞｮｳ

○1   50m    55.00

千葉　和花 桂城 小1   81
ﾁﾊﾞ ﾜｶ ｹｲｼﾞｮｳ

○1   25m    36.05
○1   50m  1:00.70

猪股　由夢 豊田 小5   42
ｲﾉﾏﾀ ﾕｳﾕ ﾄﾖﾀﾞ

○3  100m  1:40.00
○3   50m    45.50

中村　智陽 堀越 小5   47
ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ ﾎﾘｺｼ

○3  100m  1:00.00
○3   50m    30.00

山﨑　音月 北 小6   48
ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾉ ｷﾀ

○4  200m  2:39.52
○4  100m  1:25.83

中村　心咲 福村 小6   49
ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ ﾌｸﾑﾗ

○4  100m  1:13.00
○4   50m    40.00

工藤　心桜 福村 小2   50
ｸﾄﾞｳ ﾐｵ ﾌｸﾑﾗ

○1   50m  1:02.00
○1   50m  1:02.00
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佐藤　玲奈 福村 小5   51
ｻﾄｳ ﾚﾅ ﾌｸﾑﾗ

○3  100m  1:23.09
○3  100m  1:19.03

千代谷彩芽 福村 小2   52
ﾁﾖﾔ ｱﾔﾒ ﾌｸﾑﾗ

○1   25m    40.00
○1   50m  1:30.00

千葉　晴登 福村 小6   53
ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ ﾌｸﾑﾗ

○4   25m    40.00
○4   50m    59.00

千代谷優大 福村 小4   54
ﾁﾖﾔ ﾕｳﾀﾞｲ ﾌｸﾑﾗ

○2   25m    30.00
○2  100m  1:50.00

粟津聡一郎 福村 小5   55
ｱﾜﾂ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾌｸﾑﾗ

○3  200m  3:30.00
○3   50m    38.00

粟津　孝仁 福村 小2   56
ｱﾜﾂ ｺｳｼﾞﾝ ﾌｸﾑﾗ

○1  100m  2:30.00
○1   50m    55.00

長尾　拓実 弘大付属 小6   57
ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾐ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○4  100m  1:14.00
○4   50m    38.88

長尾　歩実 弘大付属 小4   58
ﾅｶﾞｵ ｱﾕﾐ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○2  100m  1:30.00
○2   50m    41.00

田中　康太 弘大付属 小5   59
ﾀﾅｶ ｺｳﾀ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○3  100m  1:29.00
○3  200m  3:18.00

水木　悠斗 弘大付属 小5   60
ﾐｽﾞｷ ﾕｳﾄ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○3   50m    36.00

品川　碧海 弘大付属 小5   61
ｼﾅｶﾞﾜ ｱｵｲ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○3   25m    40.00

山形　　花 弘大付属 小5   62
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊﾅ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○3  200m  2:50.00
○3  100m  1:30.00

吉澤なな子 弘大付属 小5   63
ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾅｺ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○3  100m  1:27.00
○3  100m  1:20.00

吉澤　幸希 弘大付属 小1   64
ﾖｼｻﾞﾜ ｻｷ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○1   25m    45.00

三浦悠理子 弘大付属 小5   65
ﾐｳﾗ ﾕﾘｺ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○3  100m  1:28.00
○3  200m  2:58.00

三浦悠美子 弘大付属 小1   66
ﾐｳﾗ ﾕﾐｺ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○1   50m  1:10.22
○1   50m  1:02.00

三浦杏倫佐 弘大付属 小4   67
ﾐｳﾗ ｱﾘｻ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○2  100m  1:40.00
○2   50m    50.00

三浦　理那 弘大付属 小2   68
ﾐｳﾗ ﾘﾅ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○1   25m    45.00

平賀　暖菜 弘大付属 小3   69
ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾅ ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

○1  100m  1:38.00
○1   50m    42.00
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小野　凛嘉 竹館 小6   70
ｵﾉ ﾘﾝｶ ﾀｹﾀﾞﾃ

○4  200m  2:57.68
○4   50m    36.32

木立　光亮 黒石 小3   71
ｷﾀﾞﾁ ﾋﾛ ｸﾛｲｼ

○1   50m    43.98
○1   50m    40.37

齋藤歩花音 黒石 小6   72
ｻｲﾄｳ ｱｶﾈ ｸﾛｲｼ

○4   50m    43.21
○4   50m    42.97

奈良岡琉彗 金田 小6   73
ﾅﾗｵｶ ﾘｭｳｾｲ ｶﾅﾀ

○4  200m  2:48.90
○4  200m  2:30.86

田辺　惇朗 金田 小6   74
ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾛｳ ｶﾅﾀ

○4  100m  1:08.00
○4   50m    38.00

長谷部凰世 扇田 小6   82
ﾊｾﾍﾞ ｵｳｾｲ ｵｳｷﾞﾀ

○4  200m  2:50.11
○4   50m    45.36

半澤涼太朗 扇田 小6   83
ﾊﾝｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｵｳｷﾞﾀ

○4  100m  1:23.87
○4   50m    33.01

本間　愛埜 扇田 小6   84
ﾎﾝﾏ ｱｲﾉ ｵｳｷﾞﾀ

○4  100m  1:14.18
○4   50m    33.69

阿部　泰知 扇田 小5   85
ｱﾍﾞ ﾀｲﾁ ｵｳｷﾞﾀ

○3  100m  1:30.13
○3   50m    40.88

安保　琉叶 扇田 小5   86
ｱﾝﾎﾞ ﾙｶ ｵｳｷﾞﾀ

○3  100m  1:15.73
○3   50m    34.24

土濃塚結希 扇田 小5   87
ﾄﾉﾂｶ ﾕｷ ｵｳｷﾞﾀ

○3  100m  1:20.00
○3   50m    36.00

曲田　萌音 扇田 小4   88
ﾏｶﾞﾀ ﾓﾈ ｵｳｷﾞﾀ

○2  100m  1:42.50
○2   50m    38.09

嶋森　　唯 扇田 小4   89
ｼﾏﾓﾘ ﾕｲ ｵｳｷﾞﾀ

○2   50m    55.00
○2   50m    58.46

安保　琉絆 扇田 小2   90
ｱﾝﾎﾞ ﾙｷ ｵｳｷﾞﾀ

○1   50m  1:20.00
○1   50m  1:32.00
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女子    7 長木 ﾅｶﾞｷ 学童    3 ○5 200m  3:10.00

男子    7 長木 ﾅｶﾞｷ 学童    7 ○5 200m  3:15.00

男子   11 城南 ｼﾞｮｳﾅﾝ 学童    5 ○5 200m  2:36.83

男子   11 城南 ｼﾞｮｳﾅﾝ 学童   11 ○5 200m  2:50.54

男子   14 桂城 ｹｲｼﾞｮｳ 学童   25 ○5 200m  3:00.00

男子   14 桂城 ｹｲｼﾞｮｳ 学童   26 ○5 200m  3:00.00

女子   18 福村 ﾌｸﾑﾗ 学童    2 ○5 200m  3:10.00

男子   18 福村 ﾌｸﾑﾗ 学童    6 ○5 200m  3:50.00

女子   18 福村 ﾌｸﾑﾗ 学童    9 ○5 200m  3:50.00

男子   18 福村 ﾌｸﾑﾗ 学童   12 ○5 200m  3:59.00

女子   19 弘大付属 ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 学童    1 ○5 200m  2:40.00

男子   19 弘大付属 ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 学童    4 ○5 200m  2:45.00

女子   19 弘大付属 ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 学童    8 ○5 200m  3:00.00

男子   19 弘大付属 ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 学童   10 ○5 200m  2:58.00

女子   23 大館選抜女子1 ｵｵﾀﾞﾃｾﾝﾊﾞﾂｼﾞｮｼ 学童   13 ○5 200m  3:00.00

女子   23 大館選抜女子1 ｵｵﾀﾞﾃｾﾝﾊﾞﾂｼﾞｮｼ 学童   14 ○5 200m  3:00.00

男子   24 大館選抜男子1 ｵｵﾀﾞﾃｾﾝﾊﾞﾂﾀﾞﾝｼ 学童   15 ○5 200m  3:00.00

男子   24 大館選抜男子1 ｵｵﾀﾞﾃｾﾝﾊﾞﾂﾀﾞﾝｼ 学童   16 ○5 200m  3:00.00

女子   25 弘南選抜女子1 ｺｳﾅﾝｾﾝﾊﾞﾂｼﾞｮｼ1 学童   17 ○5 200m  3:00.00

女子   25 弘南選抜女子1 ｺｳﾅﾝｾﾝﾊﾞﾂｼﾞｮｼ1 学童   18 ○5 200m  3:00.00

女子   26 弘南選抜女子2 ｺｳﾅﾝｾﾝﾊﾞﾂｼﾞｮｼ2 学童   19 ○5 200m  3:00.00

女子   26 弘南選抜女子2 ｺｳﾅﾝｾﾝﾊﾞﾂｼﾞｮｼ2 学童   20 ○5 200m  3:00.00

男子   27 弘南選抜男子1 ｺｳﾅﾝｾﾝﾊﾞﾂﾀﾞﾝｼ1 学童   21 ○5 200m  3:00.00

男子   27 弘南選抜男子1 ｺｳﾅﾝｾﾝﾊﾞﾂﾀﾞﾝｼ1 学童   22 ○5 200m  3:00.00

男子   28 弘南選抜男子2 ｺｳﾅﾝｾﾝﾊﾞﾂﾀﾞﾝｼ2 学童   23 ○5 200m  3:00.00

男子   28 弘南選抜男子2 ｺｳﾅﾝｾﾝﾊﾞﾂﾀﾞﾝｼ2 学童   24 ○5 200m  3:00.00

男子   29 扇田 ｵｳｷﾞﾀ 学童   27 ○5 200m  2:13.00

男子   29 扇田 ｵｳｷﾞﾀ 学童   28 ○5 200m  2:25.00

女子   29 扇田 ｵｳｷﾞﾀ 学童   29 ○5 200m  2:35.00

女子   29 扇田 ｵｳｷﾞﾀ 学童   30 ○5 200m  3:00.00


