
【中学生の部】

中学女子　４００ｍメドレーリレー 優勝 成岩中学校  5.23.23

中学女子　４００ｍメドレーリレー 第２位 青山中学校  5.24.54

中学女子　４００ｍメドレーリレー 第３位 乙川中学校  5.33.32

中学男子　４００ｍメドレーリレー 優勝 成岩中学校  4.17.32 大会新

中学男子　４００ｍメドレーリレー 第２位 乙川中学校  4.30.00

中学男子　４００ｍメドレーリレー 第３位 半田中学校  4.42.16

中学女子　２００ｍバタフライ 優勝 榊原　妃瑛 青山中 2  2.24.03 大会新

中学女子　２００ｍバタフライ 第２位 大西　理子 乙川中 3  3.13.83

中学男子　２００ｍバタフライ 優勝 一安　飛利 乙川中 3  2.21.93

中学男子　２００ｍバタフライ 第２位 笹目　優樹 成岩中 1  2.28.39

中学男子　２００ｍバタフライ 第３位 吉田  朝陽 成岩中 2  2.29.33

中学女子　２００ｍ背泳ぎ 優勝 中川友有里 成岩中 2  3.11.11

中学女子　２００ｍ背泳ぎ 第２位 南谷　栞吏 乙川中 3  3.20.34

中学男子　２００ｍ背泳ぎ 優勝 新井  慶志 成岩中 2  2.27.96

中学男子　２００ｍ背泳ぎ 第２位 市川　優駿 乙川中 3  2.37.04

中学男子　２００ｍ背泳ぎ 第３位 村山　夢月 乙川中 2  2.42.65

中学女子　２００ｍ自由形 優勝 和田菜乃子 成岩中 3  2.40.28

中学女子　２００ｍ自由形 第２位 浜崎　都優 乙川中 2  2.55.48

中学女子　２００ｍ自由形 第３位 竹内  里緒 成岩中 2  3.10.06

中学男子　２００ｍ自由形　 優勝 生田  大雄 成岩中 3  2.22.64

中学男子　２００ｍ自由形　 第２位 山代  堅也 成岩中 3  2.34.21

中学男子　２００ｍ自由形　 第３位 山下　和真 乙川中 3  2.34.62

中学女子　２００ｍ個人メドレー 優勝 伊藤　　愛 乙川中 2  3.10.03

中学男子　２００ｍ個人メドレー 優勝 榊原  計人 成岩中 3  2.30.40

中学男子　２００ｍ個人メドレー 第２位 新実　龍治 半田中 1  2.33.45

中学男子　２００ｍ個人メドレー 第３位 田平　瑛嗣 乙川中 2  2.39.51

中学女子　２００ｍ平泳ぎ 優勝 浦元　梨瑚 半田中 3  2.57.98

中学女子　２００ｍ平泳ぎ 第２位 小島  一夏 成岩中 3  3.18.79

中学女子　２００ｍ平泳ぎ 第３位 新美　優月 乙川中 2  3.40.10

中学男子　２００ｍ平泳ぎ　 優勝 小堀  裕貴 成岩中 2  2.43.77

中学男子　２００ｍ平泳ぎ　 第２位 竹内　悠斗 乙川中 2  2.52.03

中学男子　２００ｍ平泳ぎ　 第３位 板林  優成 成岩中 3  2.56.03

中学女子　１００ｍバタフライ 優勝 淺井  香帆 成岩中 1  1.23.08

中学女子　１００ｍバタフライ 第２位 長坂　麗華 乙川中 1  1.23.75

中学女子　１００ｍバタフライ 第３位 榊原　優奈 半田中 3  1.44.68

中学男子　１００ｍバタフライ　  優勝 榊原  文太 成岩中 3  1.03.78

中学男子　１００ｍバタフライ　  第２位 間瀬　宏海 乙川中 3  1.09.74

中学男子　１００ｍバタフライ　  第３位 髙橋  優太 成岩中 3  1.16.22
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中学女子　１００ｍ背泳ぎ 優勝 川崎　夏帆 青山中 3  1.20.62

中学女子　１００ｍ背泳ぎ 第２位 加藤　舞羽 乙川中 3  1.32.20

中学女子　１００ｍ背泳ぎ 第３位 柴山　佳澄 半田中 2  1.32.36

中学男子　１００ｍ背泳ぎ 優勝 川上　亮大 成岩中 1  1.05.87

中学男子　１００ｍ背泳ぎ 第２位 榊原　涼太 乙川中 3  1.07.98

中学男子　１００ｍ背泳ぎ 第３位 玉井　　遥 乙川中 3  1.16.55

中学女子　１００ｍ自由形 優勝 鈴村　美樹 乙川中 2  1.09.51

中学女子　１００ｍ自由形 第２位 板倉    凜 成岩中 3  1.12.02

中学女子　１００ｍ自由形 第３位 木藤　美帆 半田中 1  1.20.05

中学男子　１００ｍ自由形　 優勝 榊原　彪馬 成岩中 2    55.92 大会新

中学男子　１００ｍ自由形　 第２位 武本　颯太 乙川中 3  1.00.20

中学男子　１００ｍ自由形　 第３位 高杉　啓太 乙川中 3  1.04.29

中学女子　１００ｍ平泳ぎ 優勝 浦元　真瑚 半田中 1  1.18.66

中学女子　１００ｍ平泳ぎ 第２位 佐藤  莉帆 成岩中 2  1.33.29

中学女子　１００ｍ平泳ぎ 第３位 坂野　友南 乙川中 3  1.41.60

中学男子　１００ｍ平泳ぎ　 優勝 永坂　洋将 半田中 1  1.11.86

中学男子　１００ｍ平泳ぎ　 第２位 花岡  敬太 成岩中 2  1.14.58

中学男子　１００ｍ平泳ぎ　 第３位 髙原  優輝 成岩中 3  1.18.84

中学女子　５０ｍ自由形 優勝 鈴木亜美佳 成岩中 2    33.18

中学女子　５０ｍ自由形 第２位 浜崎　　天 乙川中 1    37.80

中学女子　５０ｍ自由形 第３位 原野　李音 乙川中 1    46.96

中学男子　５０ｍ自由形　 優勝 中村  海輝 成岩中 3    27.32

中学男子　５０ｍ自由形　 第２位 古市　虎雅 乙川中 3    27.87

中学男子　５０ｍ自由形　 第３位 牛久保直哉 半田中 3    28.36

中学女子　４００ｍリレー 優勝 成岩中学校  4.49.79

中学女子　４００ｍリレー 第２位 青山中学校  4.51.77

中学女子　４００ｍリレー 第３位 乙川中学校  4.53.99

中学男子　４００ｍリレー 優勝 成岩中学校  3.54.27 大会新

中学男子　４００ｍリレー 第２位 乙川中学校  3.59.52

中学男子　４００ｍリレー 第３位 半田中学校  4.17.94

女子総合 優勝 乙川中学校 65点

女子総合 第２位 成岩中学校 64点

女子総合 第３位 半田中学校 35点

男子総合 優勝 成岩中学校 102点

男子総合 第２位 乙川中学校 86点

男子総合 第３位 半田中学校 38点
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【小学生の部】

小学女子　５０ｍバタフライ 優勝 島本　きら 乙川東小 6    36.22

小学女子　５０ｍ平泳ぎ 優勝 青山ななみ 花園小 6    42.73

小学女子　５０ｍ平泳ぎ 第２位 榊原　里奈 乙川東小 5    46.26

小学女子　５０ｍ平泳ぎ 第３位 小浜　由子 花園小 1  1.06.40

小学男子　５０ｍ平泳ぎ 優勝 川上　智大 花園小 5    45.63

小学男子　５０ｍ平泳ぎ 第２位 平松　元晶 乙川小 4    50.23

小学男子　５０ｍ平泳ぎ 第３位 尾崎　弘崇 横川小 5    55.20

小学男子　５０ｍ背泳ぎ 優勝 森田　海惺 雁宿小 4    39.94

小学男子　５０ｍ背泳ぎ 第２位 肥田野貴士 雁宿小 6    47.03

小学男子　５０ｍ背泳ぎ 第３位 中野　圭翔 乙川東小 4    57.80

小学女子　５０ｍ自由形　　 優勝 平松　仁恵 乙川小 6    34.91

小学女子　５０ｍ自由形　　 第２位 中野　真綾 乙川東小 6    39.14

小学女子　５０ｍ自由形　　 第３位 大土橋麻友 雁宿小 5    47.15

小学男子　５０ｍ自由形　　 優勝 永坂　崇柾 さくら小 4    36.78

小学男子　５０ｍ自由形　　 第２位 下村　悠人 横川小 6    37.77

小学男子　５０ｍ自由形　　 第３位 小西　進吾 横川小 6    37.82


