
中学女子　４００ｍメドレーリレー 優勝 乙川中学校 5.29.4

中学女子　４００ｍメドレーリレー 第２位 半田中学校 5.34.8

中学女子　４００ｍメドレーリレー 第３位 成岩中学校 5.55.5

中学男子　４００ｍメドレーリレー 優勝 乙川中学校 4.38.94

中学男子　４００ｍメドレーリレー 第２位 成岩中学校 4.39.7

中学男子　４００ｍメドレーリレー 第３位 半田中学校 4.39.7

中学男子　２００ｍバタフライ 優勝 山﨑 拓磨 成岩中 3 3.05.3

中学男子　２００ｍバタフライ 第２位 菅原　佑太 乙川中 3 3.06.5

中学男子　２００ｍバタフライ 第３位 本美　開陸 半田中 2 3.08.58

中学女子　２００ｍ背泳ぎ 優勝 平松　仁恵 乙川中 2 2.48.9

中学女子　２００ｍ背泳ぎ 第２位 大澤　凜音 半田中 3 3.01.01

中学男子　２００ｍ背泳ぎ 優勝 福原　康太郎 成岩中 1 2.34.7

中学男子　２００ｍ背泳ぎ 第２位 新美　了悟 半田中 3 2.49.88

中学男子　２００ｍ背泳ぎ 第３位 丹羽　蓮也 乙川中 2 2.54.71

中学女子　２００ｍ自由形 優勝 伊藤  樺恋 成岩中 2 2.44.7

中学女子　２００ｍ自由形 第２位 浜崎　　天 乙川中 3 2.47.3

中学女子　２００ｍ自由形 第３位 末吉　美月 半田中 3 2.49.5

中学男子　２００ｍ自由形　 優勝 野内　優太 乙川中 3 2.14.0

中学男子　２００ｍ自由形　 第２位 栗田 悠真 成岩中 3 2.17.09

中学男子　２００ｍ自由形　 第３位 柴田　楓雅 半田中 3 2.21.09

中学女子　２００ｍ個人メドレー 優勝 榊原　里奈 乙川中 1 2.53.4

中学女子　２００ｍ個人メドレー 第２位 蜷川　愛菜 成岩中 2 3.03.7

中学女子　２００ｍ個人メドレー 第３位 玉木　希海 半田中 3 3.07.0

中学男子　２００ｍ個人メドレー 優勝 上坂　咲人 半田中 2 2.24.5

中学男子　２００ｍ個人メドレー 第２位 中川 叶夢 成岩中 2 2.52.3

中学男子　２００ｍ個人メドレー 第３位 三石 桔平 成岩中 2 2.57.2

中学女子　２００ｍ平泳ぎ 優勝 金澤   玲奈 成岩中 3 3.30.1

中学女子　２００ｍ平泳ぎ 第２位 原田　結衣 乙川中 2 3.35.3

中学男子　２００ｍ平泳ぎ　 優勝 取替 琉城 成岩中 2 3.11.07

中学男子　２００ｍ平泳ぎ　 第２位 近藤 快音 成岩中 2 3.14.3

中学男子　２００ｍ平泳ぎ　 第３位 岩本　颯太 乙川中 3 3.15.98

中学女子　１００ｍバタフライ 優勝 大橋　優衣 半田中 2 1.39.5

中学男子　１００ｍバタフライ　  優勝 古橋 治大 成岩中 3 1.07.1

中学男子　１００ｍバタフライ　  第２位 西尾　陽太 乙川中 3 1.09.7

中学男子　１００ｍバタフライ　  第３位 肥田野　貴士 半田中 1 1.16.24

中学女子　１００ｍ背泳ぎ 優勝 中野　真綾 乙川中 2 1.24.6

中学女子　１００ｍ背泳ぎ 第２位 木藤　美帆 半田中 3 1.27.2

中学女子　１００ｍ背泳ぎ 第３位 板林　心菜 成岩中 2 1.39.04

中学男子　１００ｍ背泳ぎ 優勝 新実　龍治 半田中 3 1.06.5

中学男子　１００ｍ背泳ぎ 第２位 鳥居　一成 乙川中 3 1.10.09

中学男子　１００ｍ背泳ぎ 第３位 池内 聖和 成岩中 3 1.12.6

中学女子　１００ｍ自由形 優勝 犬塚　心希 半田中 2 1.14.9

中学女子　１００ｍ自由形 第２位 竹内　結蘭 乙川中 1 1.15.1

中学女子　１００ｍ自由形 第３位 早川　空 半田中 1 1.25.39

中学男子　１００ｍ自由形　 優勝 妙見 詩 成岩中 3 59.9

中学男子　１００ｍ自由形　 第２位 平野 浩司 成岩中 3 1.12.3

中学男子　１００ｍ自由形　 第３位 只腰　　天 乙川中 2 1.12.6

中学女子　１００ｍ平泳ぎ 優勝 岩本　康花 半田中 2 1.33.3

中学女子　１００ｍ平泳ぎ 第２位 佐瀬   実育 成岩中 1 1.42.4

中学女子　１００ｍ平泳ぎ 第３位 田代　結愛 成岩中 1 2.10.9

中学男子　１００ｍ平泳ぎ　 優勝 平尾　太一 乙川中 3 1.16.6

中学男子　１００ｍ平泳ぎ　 第２位 青山 康一 成岩中 3 1.21.0

中学男子　１００ｍ平泳ぎ　 第３位 伊藤　雅人 乙川中 2 1.22.5

中学女子　５０ｍ自由形 優勝 長坂　麗華 乙川中 3 30.9

中学女子　５０ｍ自由形 第２位 榊原　ちひろ 半田中 3 33.8

中学女子　５０ｍ自由形 第３位 立松　陽菜 成岩中 2 35.98

中学男子　５０ｍ自由形　 優勝 一安　康生 乙川中 3 27.8

中学男子　５０ｍ自由形　 第２位 杉浦　康太 乙川中 2 30.4

中学男子　５０ｍ自由形　 第３位 堀尾 大翔 成岩中 2 31.2

小学高学年女子　５０ｍバタフライ 優勝 小浜　凜子 花園小 6 33.3

小学高学年男子　５０ｍバタフライ 優勝 永坂　崇柾 さくら小 6 33.33

小学高学年男子　５０ｍバタフライ 第２位 青山　圭佑 花園小 5 36.24

小学高学年男子　５０ｍバタフライ 第３位 時本　己鉄 宮池小 6 56.2

小学中学年女子　５０ｍ平泳ぎ 優勝 小浜　由子 花園小 3 52.93

小学中学年女子　５０ｍ平泳ぎ 第２位 西澤　結奈 乙川小 3 1.09.0

小学低学年男子　５０ｍ平泳ぎ 優勝 石川　修也 宮池小 2 1.00.4

小学低学年男子　５０ｍ平泳ぎ 第２位 長松　栄治 乙川東 2 1.07.30

小学中学年男子　５０ｍ平泳ぎ 優勝 青山　卓弥 花園小 4 46.3

小学中学年男子　５０ｍ平泳ぎ 第２位 杉浦　彪牙 乙川小 4 1.00.83

小学中学年男子　５０ｍ平泳ぎ 第３位 都筑悠大朗 宮池小 3 1.13.1

小学高学年男子　５０ｍ平泳ぎ 優勝 島本　海 乙川東 6 45.3

小学低学年女子　５０ｍ背泳ぎ 優勝 川上日菜子 花園小 2 1.04.0

小学中学年女子　５０ｍ背泳ぎ 優勝 時本　すず 宮池小 4 58.2

小学中学年男子　５０ｍ背泳ぎ 優勝 中島　快 乙川小 3 1.00.53

小学中学年男子　５０ｍ背泳ぎ 第２位 平山　大嗣 宮池小 4 1.04.94

小学高学年男子　５０ｍ背泳ぎ 優勝 森田　海惺 雁宿小 6 35.2

小学高学年男子　５０ｍ背泳ぎ 第２位 相川　流輝 宮池小 6 49.8

小学高学年男子　５０ｍ背泳ぎ 第３位 鈴木　陵平 雁宿小 6 58.4

小学低学年女子　５０ｍ自由形　　 優勝 土屋　璃子 乙川東 2 1.14.2

小学中学年女子　５０ｍ自由形　　 優勝 間瀬　日葵 亀崎小 4 42.4

小学中学年女子　５０ｍ自由形　　 第２位 中野　心 乙川小 3 47.7

小学中学年女子　５０ｍ自由形　　 第３位 竹内　蓮奈 横川小 3 52.77

小学高学年女子　５０ｍ自由形　　 優勝 長嶋　心咲 亀崎小 6 30

小学高学年女子　５０ｍ自由形　　 第２位 福原　梨子 花園小 5 41

小学高学年女子　５０ｍ自由形　　 第３位 竹内　華漣 乙川東 6 44.4

小学低学年男子　５０ｍ自由形　　 優勝 市川　嵩真 花園小 2 1.36.8

小学中学年男子　５０ｍ自由形　　 優勝 近藤　蒼大 さくら小 4 53.1

小学中学年男子　５０ｍ自由形　　 第２位 金枝南央人 乙川東 3 1.03.5

小学高学年男子　５０ｍ自由形　　 優勝 平松　元晶 乙川小 6 30.4

小学高学年男子　５０ｍ自由形　　 第２位 中野　圭翔 乙川東 6 37.3

小学高学年男子　５０ｍ自由形　　 第３位 西澤　康佑 乙川小 5 39.9

中学女子　４００ｍリレー 優勝 乙川中学校 4.37.5

中学女子　４００ｍリレー 第２位 半田中学校 4.56.3

中学女子　４００ｍリレー 第３位 成岩中学校 5.12.5

中学男子　４００ｍリレー 優勝 半田中学校 4.06.8

中学男子　４００ｍリレー 第２位 成岩中学校 4.07.4

中学男子　４００ｍリレー 第３位 乙川中学校 4.07.93

女子総合 優勝 半田中学校 57点

女子総合 第２位 乙川中学校 51点

女子総合 第３位 成岩中学校 47点

男子総合 優勝 成岩中学校 87点

男子総合 第２位 乙川中学校 85点

男子総合 第３位 半田中学校 55点
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