
中学女子　４００ｍメドレーリレー 優勝 成岩中学校 4.57.47

中学女子　４００ｍメドレーリレー 第２位 乙川中学校 5.15.52

中学女子　４００ｍメドレーリレー 第３位 半田中学校 5.29.65

中学男子　４００ｍメドレーリレー 優勝 成岩中学校 4.20.66

中学男子　４００ｍメドレーリレー 第２位 乙川中学校 4.31.75

中学女子　２００ｍバタフライ 優勝 長坂　麗華 乙川中 2 3.09.71

中学男子　２００ｍバタフライ 優勝 榊原　彪馬 成岩中 3 2.19.05

中学男子　２００ｍバタフライ 第２位 永坂　洋将 半田中 2 2.22.41

中学男子　２００ｍバタフライ 第３位 藤田　航世 乙川中 3 2.39.53

中学女子　２００ｍ背泳ぎ 優勝 青山ななみ 成岩中 1 2.45.42

中学女子　２００ｍ背泳ぎ 第２位 浜崎　都優 乙川中 3 2.58.62

中学女子　２００ｍ背泳ぎ 第３位 大澤　凜音 半田中 2 3.12.46

中学男子　２００ｍ背泳ぎ 優勝 新井  慶志 成岩中 3 2.26.70

中学男子　２００ｍ背泳ぎ 第２位 村山　夢月 乙川中 3 2.27.56

中学男子　２００ｍ背泳ぎ 第３位 上坂　咲人 半田中 1 2.34.35

中学女子　２００ｍ自由形 優勝 木藤　美帆 半田中 2 2.34.22

中学女子　２００ｍ自由形 第２位 鈴木亜美佳 成岩中 3 2.42.47

中学女子　２００ｍ自由形 第３位 浜崎　　天 乙川中 2 3.00.71

中学男子　２００ｍ自由形　 優勝 青山　康一 成岩中 2 2.20.29

中学男子　２００ｍ自由形　 第２位 野内　優太 乙川中 2 2.21.84

中学男子　２００ｍ自由形　 第３位 柴田　楓雅 半田中 2 2.24.93

中学女子　２００ｍ個人メドレー 優勝 吉田　咲輝 成岩中 1 2.38.90

中学女子　２００ｍ個人メドレー 第２位 伊藤　　愛 乙川中 3 3.08.93

中学女子　２００ｍ個人メドレー 第３位 玉木　希海 半田中 2 3.20.32

中学男子　２００ｍ個人メドレー 優勝 花岡  敬太 成岩中 3 2.25.05

中学男子　２００ｍ個人メドレー 第２位 田平　瑛嗣 乙川中 3 2.32.04

中学男子　２００ｍ個人メドレー 第３位 一安　康生 乙川中 2 2.54.05

中学女子　２００ｍ平泳ぎ 優勝 浦元　真瑚 半田中 2 2.50.39

中学女子　２００ｍ平泳ぎ 第２位 榊原　麗生 成岩中 2 2.51.42

中学女子　２００ｍ平泳ぎ 第３位 新美　優月 乙川中 3 3.23.20

中学男子　２００ｍ平泳ぎ　 優勝 吉田　朝陽 成岩中 3 2.32.67

中学男子　２００ｍ平泳ぎ　 第２位 廣瀬　　龍 乙川中 3 2.47.55

中学男子　２００ｍ平泳ぎ　 第３位 山本　拓実 成岩中 3 2.48.89
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中学女子　１００ｍバタフライ 優勝 榊原　妃瑛 青山中 3 1.06.35 大会新

中学女子　１００ｍバタフライ 第２位 島本　きら 乙川中 1 1.16.24

中学女子　１００ｍバタフライ 第３位 淺井　香帆 成岩中 3 1.16.26

中学男子　１００ｍバタフライ　  優勝 笹目　優樹 成岩中 2 1.02.05

中学男子　１００ｍバタフライ　  第２位 西角　湧太 半田中 3 1.07.17

中学男子　１００ｍバタフライ　  第３位 西尾　陽太 乙川中 2 1.10.50

中学女子　１００ｍ背泳ぎ 優勝 平松　仁恵 乙川中 1 1.19.93

中学女子　１００ｍ背泳ぎ 第２位 中川友有里 成岩中 3 1.26.52

中学女子　１００ｍ背泳ぎ 第３位 柴山　佳澄 半田中 3 1.37.34

中学男子　１００ｍ背泳ぎ 優勝 川上　亮大 成岩中 2 1.04.16

中学男子　１００ｍ背泳ぎ 第２位 稲生　賢人 乙川中 1 1.09.69

中学男子　１００ｍ背泳ぎ 第３位 鳥居　一成 乙川中 2 1.19.76

中学女子　１００ｍ自由形 優勝 鈴村　美樹 乙川中 3 1.08.35

中学女子　１００ｍ自由形 第２位 伊藤　樺恋 成岩中 2 1.23.70

中学女子　１００ｍ自由形 第３位 岩本　康花 半田中 1 1.31.83

中学男子　１００ｍ自由形　 優勝 竹内　晴輝 成岩中 1 1.01.48

中学男子　１００ｍ自由形　 第２位 文元　朝陽 乙川中 3 1.01.78

中学男子　１００ｍ自由形　 第３位 薬丸　真拓 成岩中 3 1.03.59

中学女子　１００ｍ平泳ぎ 優勝 佐藤  莉帆 成岩中 3 1.31.39

中学女子　１００ｍ平泳ぎ 第２位 原田　結衣 乙川中 1 1.55.17

中学男子　１００ｍ平泳ぎ　 優勝 小堀　裕貴 成岩中 3 1.10.74

中学男子　１００ｍ平泳ぎ　 第２位 竹内　悠斗 乙川中 3 1.13.75

中学男子　１００ｍ平泳ぎ　 第３位 茶谷　瑞稀 半田中 3 1.15.39

中学女子　５０ｍ自由形 優勝 竹内　里緒 成岩中 3 35.19

中学女子　５０ｍ自由形 第２位 中野　真綾 乙川中 1 36.84

中学女子　５０ｍ自由形 第３位 金澤　玲奈 成岩中 2 39.16

中学男子　５０ｍ自由形　 優勝 竹内　皓紀 成岩中 1 27.11

中学男子　５０ｍ自由形　 第２位 川瀬　晃紀 乙川中 3 28.72

中学男子　５０ｍ自由形　 第３位 妙見　　詩 成岩中 2 29.85

中学女子　４００ｍリレー 優勝 成岩中学校 4.33.02

中学女子　４００ｍリレー 第２位 乙川中学校 4.37.27

中学女子　４００ｍリレー 第３位 半田中学校 5.00.63

中学男子　４００ｍリレー 優勝 成岩中学校 3.55.10

中学男子　４００ｍリレー 第２位 半田中学校 4.00.62

中学男子　４００ｍリレー 第３位 乙川中学校 4.10.46

女子総合 優勝 成岩中学校 69点

女子総合 第２位 乙川中学校 64点

女子総合 第３位 半田中学校 48点

男子総合 優勝 成岩中学校 100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 46点
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小学女子　５０ｍバタフライ 優勝 小浜　凛子 花園小 5 37.97

小学男子　５０ｍバタフライ 優勝 尾崎　弘崇 横川小 6 44.39

小学男子　５０ｍバタフライ 第２位 青山　卓弥 花園小 3 48.07

小学女子　５０ｍ平泳ぎ 優勝 榊原　里奈 乙川東 6 43.14

小学女子　５０ｍ平泳ぎ 第２位 川上日菜子 花園小 1 1.29.57

小学男子　５０ｍ平泳ぎ 優勝 永坂　崇柾 さくら 5 42.63

小学男子　５０ｍ平泳ぎ 第２位 平松　元晶 乙川小 5 45.14

小学女子　５０ｍ背泳ぎ 優勝 小浜　由子 花園小 2 54.57

小学男子　５０ｍ背泳ぎ 優勝 森田　海惺 雁宿小 5 38.49

小学男子　５０ｍ背泳ぎ 第２位 岩田　　陸 乙川東 5 54.6

小学男子　５０ｍ背泳ぎ 第３位 中野　圭翔 乙川東 5 56.15

小学女子　５０ｍ自由形　　 優勝 竹内　結蘭 乙川小 6 38.31

小学女子　５０ｍ自由形　　 第２位 福原　梨子 花園小 4 41.02

小学女子　５０ｍ自由形　　 第３位 西畠　　和 宮池小 3 1.07.66

小学男子　５０ｍ自由形　　 優勝 福原康太郎 花園小 6 31.32

小学男子　５０ｍ自由形　　 第２位 鈴村　涼馬 乙川小 6 38.28

小学男子　５０ｍ自由形　　 第３位 長坂　　翔 横川小 6 38.98


