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競技№   1 女子   50m 平泳ぎ 予選
 7/ 4 鈴木　聡美 ミキハウス    30.96 大会新

競技№   3 女子  100m 背泳ぎ 予選
 5/ 6 酒井　夏海 ｽｳｨﾝ南越谷 中2  1:01.77 大会新

競技№   5 女子   50m 自由形 予選
 9/ 4 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3    25.56 大会新

 9/ 6 今井　　月 本巣ＳＳ 中3    25.96 大会新

競技№   6 男子   50m 自由形 予選
 2/ 5 浪江　勝太 ｽｳｨﾝ大宮西 小6    26.30 大会新

 2/ 3 渡辺　裕葵 フィッツ竜王 小6    26.93 大会新

競技№   7 女子  400m 個人メドレー 予選
 3/ 4 牧野　紘子 東京ドーム 高1  4:46.96 大会新

競技№   8 男子  400m 個人メドレー 予選
 5/ 4 萩野　公介 東洋大 大3  4:12.63 大会新

競技№   9 女子  200m 平泳ぎ 予選
 4/ 5 今井　　月 本巣ＳＳ 中3  2:27.03 大会新

競技№  10 男子  200m 平泳ぎ 予選
 3/ 2 深沢　大和 Ｓｔｙｌｅ１ 中3  2:14.85 大会新

競技№  11 女子  200m 自由形 予選
 7/ 5 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3  2:00.33 大会新

競技№  12 男子  200m 自由形 予選
 8/ 4 萩野　公介 東洋大 大3  1:47.21 大会新

 8/ 5 吉田　冬優 三菱養和ＳＳ 高3  1:49.11 大会新

競技№  13 女子  100m バタフライ 予選
 7/ 4 長谷川涼香 東京ドーム 高1    59.97 大会新

競技№  20 男子   50m 平泳ぎ 決勝 中学生の部
 4 谷口　　卓 津田四日市 中2    29.65 大会新

競技№  24 男子  100m 背泳ぎ 決勝 小学生の部
 4 鎌田　純吾 コナミ北浦和 小6  1:04.13 大会新

競技№  30 男子   50m 自由形 決勝 小学生の部
 4 浪江　勝太 ｽｳｨﾝ大宮西 小6    25.79 大会新

 5 渡辺　裕葵 フィッツ竜王 小6    26.71 大会新

 3 小方　　颯 イトマン港北 小6    26.90 大会新

競技№  32 男子   50m 自由形 決勝 中学生の部
 4 石崎　慶祐 ダッシュ新津 中3    23.95 大会新

 3 須田　悠介 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 中2    24.08 大会新

競技№  34 男子   50m 自由形 決勝 高校生の部
 4 溝畑　樹蘭 コナミ西宮 高2    23.41 大会ﾀｲ

競技№  36 男子  400m 個人メドレー 決勝 中学生の部
 3 大武　誠之 ＤＯＳＳ豊洲 中3  4:26.23 大会新
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競技№  40 男子  200m 平泳ぎ 決勝 中学生の部
 4 深沢　大和 Ｓｔｙｌｅ１ 中3  2:14.48 大会新

競技№  45 女子  200m 自由形 決勝 中学生の部
 4 大内　紗雪 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 中2  2:02.78 大会新

競技№  55 女子  200m フリーリレー タイム決勝
 2/ 5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC (城戸　佑菜 ) 中学    27.44  1:46.65 中学新

競技№  58 男子 1500m 自由形 タイム決勝
 3/ 6 菖池　竜輝 コナミ三田 中3  8:07.84 中学新 15:26.47 中学新

競技№  59 女子   50m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
 4 鈴木　聡美 ミキハウス    30.96 大会新

競技№  60 男子   50m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
 4 野村　陵太 濃尾電機    27.84 大会新

競技№  61 女子  100m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ
 4 諸貫　瑛美 スウィン館林  1:00.35 大会新

 6 酒井　夏海 ｽｳｨﾝ南越谷 中2  1:01.38 大会新

競技№  63 女子   50m 自由形 決勝 ＣＳ
 5 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3    24.74 日本新

ＷＪ新

中学新

 4 内田　美希 東洋大 大3    25.00 大会新

競技№  64 男子   50m 自由形 決勝 ＣＳ
 3 中村　　克 ｽﾋﾟｰﾄﾞSC 大4    22.13 大会新

競技№  65 女子  400m 個人メドレー 決勝 ＣＳ
 4 清水　咲子 ミキハウス  4:35.04 日本新

大会新

競技№  66 男子  400m 個人メドレー 決勝 ＣＳ
 4 萩野　公介 東洋大 大3  4:09.06 大会新

 5 瀬戸　大也 ＪＳＳ毛呂山 大3  4:13.60 大会新

競技№  67 女子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
 5 今井　　月 本巣ＳＳ 中3  2:23.75 大会新

 3 渡部香生子 ＪＳＳ立石 大1  2:24.94 大会新

競技№  68 男子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
 4 小関也朱篤 ミキハウス  2:08.65 大会新

競技№  69 女子  200m 自由形 決勝 ＣＳ
 3 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3  1:58.17 大会新

 4 五十嵐千尋 日本体育大 大2  1:58.36 大会新

競技№  70 男子  200m 自由形 決勝 ＣＳ
 4 萩野　公介 東洋大 大3  1:46.14 大会新

 5 江原　騎士 山梨学院大 大4  1:46.66 大会新

 6 吉田　冬優 三菱養和ＳＳ 高3  1:49.48 大会新

競技№  71 女子  100m バタフライ 決勝 ＣＳ
 4 星　奈津美 ﾐｽﾞﾉ    58.86 大会新

 5 長谷川涼香 東京ドーム 高1    59.49 大会新
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競技№  72 男子  100m バタフライ 決勝 ＣＳ
 8 幌村　　尚 ナイスＳＰ 高2    53.08 大会新
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競技№   1 女子   50m 平泳ぎ 予選
 7/ 4 鈴木　聡美 ミキハウス    30.96 大会新

競技№   3 女子  100m 背泳ぎ 予選
 5/ 6 酒井　夏海 ｽｳｨﾝ南越谷 中2  1:01.77 大会新

競技№   5 女子   50m 自由形 予選
 9/ 4 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3    25.56 大会新

 9/ 6 今井　　月 本巣ＳＳ 中3    25.96 大会新

競技№   6 男子   50m 自由形 予選
 2/ 5 浪江　勝太 ｽｳｨﾝ大宮西 小6    26.30 大会新

 2/ 3 渡辺　裕葵 フィッツ竜王 小6    26.93 大会新

競技№   7 女子  400m 個人メドレー 予選
 3/ 4 牧野　紘子 東京ドーム 高1  4:46.96 大会新

競技№   8 男子  400m 個人メドレー 予選
 5/ 4 萩野　公介 東洋大 大3  4:12.63 大会新

競技№   9 女子  200m 平泳ぎ 予選
 4/ 5 今井　　月 本巣ＳＳ 中3  2:27.03 大会新

競技№  10 男子  200m 平泳ぎ 予選
 3/ 2 深沢　大和 Ｓｔｙｌｅ１ 中3  2:14.85 大会新

競技№  11 女子  200m 自由形 予選
 7/ 5 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3  2:00.33 大会新

競技№  12 男子  200m 自由形 予選
 8/ 4 萩野　公介 東洋大 大3  1:47.21 大会新

 8/ 5 吉田　冬優 三菱養和ＳＳ 高3  1:49.11 大会新

競技№  13 女子  100m バタフライ 予選
 7/ 4 長谷川涼香 東京ドーム 高1    59.97 大会新

競技№  20 男子   50m 平泳ぎ 決勝 中学生の部
 4 谷口　　卓 津田四日市 中2    29.65 大会新

競技№  24 男子  100m 背泳ぎ 決勝 小学生の部
 4 鎌田　純吾 コナミ北浦和 小6  1:04.13 大会新

競技№  30 男子   50m 自由形 決勝 小学生の部
 4 浪江　勝太 ｽｳｨﾝ大宮西 小6    25.79 大会新

 5 渡辺　裕葵 フィッツ竜王 小6    26.71 大会新

 3 小方　　颯 イトマン港北 小6    26.90 大会新

競技№  32 男子   50m 自由形 決勝 中学生の部
 4 石崎　慶祐 ダッシュ新津 中3    23.95 大会新

 3 須田　悠介 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 中2    24.08 大会新

競技№  34 男子   50m 自由形 決勝 高校生の部
 4 溝畑　樹蘭 コナミ西宮 高2    23.41 大会ﾀｲ

競技№  36 男子  400m 個人メドレー 決勝 中学生の部
 3 大武　誠之 ＤＯＳＳ豊洲 中3  4:26.23 大会新
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競技№  40 男子  200m 平泳ぎ 決勝 中学生の部
 4 深沢　大和 Ｓｔｙｌｅ１ 中3  2:14.48 大会新

競技№  45 女子  200m 自由形 決勝 中学生の部
 4 大内　紗雪 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 中2  2:02.78 大会新

競技№  55 女子  200m フリーリレー タイム決勝
 2/ 5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC (城戸　佑菜 ) 中学    27.44  1:46.65 中学新

競技№  58 男子 1500m 自由形 タイム決勝
 3/ 6 菖池　竜輝 コナミ三田 中3  8:07.84 中学新 15:26.47 中学新

競技№  59 女子   50m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
 4 鈴木　聡美 ミキハウス    30.96 大会新

競技№  60 男子   50m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
 4 野村　陵太 濃尾電機    27.84 大会新

競技№  61 女子  100m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ
 4 諸貫　瑛美 スウィン館林  1:00.35 大会新

 6 酒井　夏海 ｽｳｨﾝ南越谷 中2  1:01.38 大会新

競技№  63 女子   50m 自由形 決勝 ＣＳ
 5 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3    24.74 日本新

ＷＪ新

中学新

 4 内田　美希 東洋大 大3    25.00 大会新

競技№  64 男子   50m 自由形 決勝 ＣＳ
 3 中村　　克 ｽﾋﾟｰﾄﾞSC 大4    22.13 大会新

競技№  65 女子  400m 個人メドレー 決勝 ＣＳ
 4 清水　咲子 ミキハウス  4:35.04 日本新

大会新

競技№  66 男子  400m 個人メドレー 決勝 ＣＳ
 4 萩野　公介 東洋大 大3  4:09.06 大会新

 5 瀬戸　大也 ＪＳＳ毛呂山 大3  4:13.60 大会新

競技№  67 女子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
 5 今井　　月 本巣ＳＳ 中3  2:23.75 大会新

 3 渡部香生子 ＪＳＳ立石 大1  2:24.94 大会新

競技№  68 男子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
 4 小関也朱篤 ミキハウス  2:08.65 大会新

競技№  69 女子  200m 自由形 決勝 ＣＳ
 3 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3  1:58.17 大会新

 4 五十嵐千尋 日本体育大 大2  1:58.36 大会新

競技№  70 男子  200m 自由形 決勝 ＣＳ
 4 萩野　公介 東洋大 大3  1:46.14 大会新

 5 江原　騎士 山梨学院大 大4  1:46.66 大会新

 6 吉田　冬優 三菱養和ＳＳ 高3  1:49.48 大会新

競技№  71 女子  100m バタフライ 決勝 ＣＳ
 4 星　奈津美 ﾐｽﾞﾉ    58.86 大会新

 5 長谷川涼香 東京ドーム 高1    59.49 大会新
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競技№  72 男子  100m バタフライ 決勝 ＣＳ
 8 幌村　　尚 ナイスＳＰ 高2    53.08 大会新

競技№  73 女子   50m バタフライ 予選
 4/ 8 中田圭帆子 イトマン横浜 小5    28.83 大会新

競技№  74 男子   50m バタフライ 予選
 5/ 2 池江　毅隼 日大豊山 高3    24.39 大会新

競技№  75 女子  100m 自由形 予選
 7/ 4 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3    56.19 大会新

競技№  76 男子  100m 自由形 予選
 8/ 4 中村　　克 ｽﾋﾟｰﾄﾞSC 大4    50.08 大会新

 8/ 7 溝畑　樹蘭 コナミ西宮 高2    51.07 大会新

競技№  77 女子  200m 背泳ぎ 予選
 1/ 5 酒井　夏海 ｽｳｨﾝ南越谷 中2  2:11.64 大会新

競技№  79 女子  100m 平泳ぎ 予選
 7/ 3 鈴木　聡美 ミキハウス  1:07.94 大会新

競技№  81 女子  200m バタフライ 予選
 3/ 1 長尾　有紗 東京ＳＣ 中3  2:14.54 大会新

競技№  83 女子   50m 背泳ぎ 予選
 4/ 3 酒井　夏海 ｽｳｨﾝ南越谷 中2    29.04 大会新

競技№  84 男子   50m 背泳ぎ 予選
 6/ 4 古賀　淳也 第一三共    24.61 大会新

 4/ 1 古田　蒼斗 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3    27.38 大会新

競技№  86 男子  400m 自由形 予選
 6/ 4 江原　騎士 山梨学院大 大4  3:52.12 大会新

競技№  87 女子  200m 個人メドレー 予選
 6/ 5 今井　　月 本巣ＳＳ 中3  2:14.23 大会新

競技№  89 女子   50m バタフライ 決勝 小学生の部
 4 中田圭帆子 イトマン横浜 小5    28.60 大会新

競技№  92 男子   50m バタフライ 決勝 中学生の部
 4 石川愼之助 パル西尾 中3    25.15 大会新

競技№ 111 女子  200m バタフライ 決勝 中学生の部
 4 木村　莉乃 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 中3  2:14.51 大会新

競技№ 116 男子   50m 背泳ぎ 決勝 小学生の部
 4 鎌田　純吾 コナミ北浦和 小6    29.95 大会新

競技№ 118 男子   50m 背泳ぎ 決勝 中学生の部
 4 古田　蒼斗 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3    27.12 大会新

 5 吉田　陽人 コナミ林間 中3    27.68 大会新

競技№ 126 男子  200m 個人メドレー 決勝 小学生の部
 4 小方　　颯 イトマン港北 小6  2:17.61 大会新

 2 浪江　勝太 ｽｳｨﾝ大宮西 小6  2:18.47 大会新
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競技№ 134 男子   50m バタフライ 決勝 ＣＳ
 3 藤井　拓郎 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    23.89 大会新

 5 川本　武史 中京大 大3    23.90 大会新

 7 河本　耕平 ＮＳＰ    24.03 大会新

 4 池江　毅隼 日大豊山 高3    24.14 大会新

競技№ 135 女子  100m 自由形 決勝 ＣＳ
 6 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中3    54.13 中学新

大会新

競技№ 136 男子  100m 自由形 決勝 ＣＳ
 4 中村　　克 ｽﾋﾟｰﾄﾞSC 大4    49.00 大会新

 3 小松　　巧 日本大 大3    49.62 大会新

競技№ 139 女子  100m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
 5 渡部香生子 ＪＳＳ立石 大1  1:07.69 大会新

 7 今井　　月 本巣ＳＳ 中3  1:08.18 大会新

競技№ 140 男子  100m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ
 4 小関也朱篤 ミキハウス    59.67 大会新

競技№ 141 女子  200m バタフライ 決勝 ＣＳ
 4 星　奈津美 ﾐｽﾞﾉ  2:06.56 大会新

 8 長尾　有紗 東京ＳＣ 中3  2:13.60 大会新

競技№ 142 男子  200m バタフライ 決勝 ＣＳ
 2 幌村　　尚 ナイスＳＰ 高2  1:58.02 大会新

競技№ 143 女子   50m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ
 4 諸貫　瑛美 スウィン館林    28.11 大会ﾀｲ

 7 酒井　夏海 ｽｳｨﾝ南越谷 中2    28.43 中学新

大会新

 8 泉原　凪沙 コナミ天王町 中1    29.17 大会ﾀｲ

競技№ 144 男子   50m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ
 4 古賀　淳也 第一三共    24.71 大会新

 3 長谷川純矢 中京大 大4    25.44 大会新

競技№ 145 女子  400m 自由形 決勝 ＣＳ
 4 五十嵐千尋 日本体育大 大2  4:09.83 大会新

競技№ 146 男子  400m 自由形 決勝 ＣＳ
 4 江原　騎士 山梨学院大 大4  3:49.01 大会新

 6 坂井　聖人 早稲田大 大2  3:52.33 大会新

競技№ 147 女子  200m 個人メドレー 決勝 ＣＳ
 4 清水　咲子 ミキハウス  2:10.51 大会新

 3 渡部香生子 ＪＳＳ立石 大1  2:12.96 大会新

 5 今井　　月 本巣ＳＳ 中3  2:14.76 大会新
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