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会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

自由形 築地由莉亜 中2 満田　はる 中3 稲見　莉子 中3 川村　紗永 中2 石川　奈樹 中1 海野明日香 中3 高橋　真生 中2 後藤　祐李 中1 中野　小夏 中1 新井はる佳 中1

50m とこはＳＳ 東部SS 東部SS グリーン佐鳴 袋井南中 グランツ 裾野ＳＳ 東部SS 焼津チャンプ ＪＳＳ磐田

決勝 27.11 28.02 28.49 28.95 28.97 29.23 29.34 29.38 29.39 29.40

(大会新)

自由形 築地由莉亜 中2 今村　涼花 中2 稲見　莉子 中3 小原　志歩 中3 神谷　光希 中3 立和田史織 中3 川村　紗永 中2 後藤　祐李 中1 海野明日香 中3 前田ほなみ 中3

100m とこはＳＳ グランツ 東部SS 静岡東 浜名湖ＳＳ グリーン佐鳴 グリーン佐鳴 東部SS グランツ Ｔ‐１２３

決勝 58.96 59.75 1:01.98 1:02.27 1:02.81 1:03.18 1:03.68 1:03.70 1:03.82 1:04.92

自由形 望月　絹子 中3 今村　涼花 中2 渡辺　真衣 中1 松本　珠梨 中1 杉山　陽菜 中3 福室　星奈 中1 鈴木　花菜 中3 原野　愛花 中2 貴田　結女 中2 荒木　千尋 中2

200m とこはＳＳ グランツ RSCｴﾑﾃｯｸ ＪＳＳ磐田 静岡服織 裾野ＳＳ ＢＩＧ棒屋 袋井ＳＣ 浜松ＳＣ グリーン佐鳴

決勝 2:03.96 2:07.88 2:09.09 2:13.37 2:13.71 2:13.97 2:14.05 2:18.53 2:20.39 2:21.14

(大会新) (大会新)

自由形 望月　絹子 中3 渡辺　真衣 中1 宮城　瑞帆 中3 柴田　千優 中2 望月ゆきみ 中3 松本　珠梨 中1 柚木　　景 中2 鈴木　花菜 中3 杉山　陽菜 中3 福室　星奈 中1

400m とこはＳＳ RSCｴﾑﾃｯｸ 宇佐美ＳＣ 浜松曳馬 静岡服織 ＪＳＳ磐田 RSCｴﾑﾃｯｸ ＢＩＧ棒屋 静岡服織 裾野ＳＳ

タイム決勝 4:22.24 4:34.86 4:37.20 4:39.69 4:39.97 4:40.43 4:40.64 4:41.10 4:41.33 4:43.31

(大会新)

自由形 柚木　　景 中2 宮城　瑞帆 中3 柴田　千優 中2 日原萌々子 中3 望月ゆきみ 中3 稲垣　来海 中3 村田　世那 中3 山下　樹里 中2 村上　新奈 中2 青嶋　瑠菜 中2

800m RSCｴﾑﾃｯｸ 宇佐美ＳＣ 浜松曳馬 A-１富士 静岡服織 浅羽中 浜松曳馬 Ｔ‐１２３ グリーン高台 城南静岡中

タイム決勝 9:28.35 9:31.56 9:35.23 9:35.99 9:38.70 9:39.90 9:41.67 9:41.82 9:50.55 10:00.30

背泳ぎ 竹内　琴華 中3 樋口　朋花 中2 加藤　杏樹 中1 戸塚　　舞 中3 野田　季歩 中3 袴田　麻友 中3 佐々木夏帆 中1 桑原　香穂 中3 山田　祐衣 中2 岡田　清美 中2

100m 深谷ＳＣ浜松 ＪＳＳ磐田 島田チャンプ 島田チャンプ とこはＳＳ 磐田カルチャ とこはＳＳ 浜松曳馬 ＢＩＧ棒屋 浜松ＳＣ

決勝 1:08.00 1:08.20 1:09.06 1:09.87 1:10.01 1:10.74 1:11.20 1:11.49 1:11.64 1:12.57

背泳ぎ 竹内　琴華 中3 樋口　朋花 中2 神谷　光希 中3 野田　季歩 中3 桑原　香穂 中3 加藤　杏樹 中1 増田　怜奈 中2 松島くるみ 中2 戸塚　　舞 中3 山田　祐衣 中2

200m 深谷ＳＣ浜松 ＪＳＳ磐田 浜名湖ＳＳ とこはＳＳ 浜松曳馬 島田チャンプ 島田チャンプ 浜松曳馬 島田チャンプ ＢＩＧ棒屋

決勝 2:24.40 2:26.53 2:29.70 2:31.09 2:31.20 2:32.06 2:32.27 2:32.57 2:32.58 2:36.97

平泳ぎ 水野　美鈴 中2 澤崎　琉奈 中2 大石ゆかり 中2 松村　奈南 中2 桑原佳奈美 中2 前川亜結子 中3 小杉名南子 中3 内山　友那 中1 袴田　有美 中1 山口　晴香 中1

100m 浜名湖ＳＳ ビクトリー Ｔ‐１２３ RSCｴﾑﾃｯｸ グリーン佐鳴 とこはＳＳ エスポ ＪＳＳ磐田 磐田カルチャ 裾野ＳＳ

決勝 1:16.56 1:16.57 1:17.38 1:17.71 1:17.82 1:18.14 1:18.93 1:18.94 1:19.37 1:19.81

平泳ぎ 杉本　茜音 中3 澤崎　琉奈 中2 前川亜結子 中3 水野　美鈴 中2 山口みどり 中2 山口　晴香 中1 松村　奈南 中2 桑原佳奈美 中2 小杉名南子 中3 氏家　彩乃 中3

200m 裾野ＳＳ ビクトリー とこはＳＳ 浜名湖ＳＳ 焼津チャンプ 裾野ＳＳ RSCｴﾑﾃｯｸ グリーン佐鳴 エスポ 東部SS

決勝 2:40.54 2:42.49 2:45.12 2:45.29 2:46.09 2:46.37 2:46.47 2:46.59 2:47.31 2:51.11

バタフライ 東　　夏子 中3 髙山　菜月 中3 満田　はる 中3 城井　貴布 中1 岩本　衿子 中3 新井はる佳 中1 高橋　礼奈 中1 大井菜々恵 中3 菊地　花穂 中3 吉村　紫音 中2

100m 静岡東 富塚中 東部SS 浜名湖ＳＳ 周南 ＪＳＳ磐田 グランツ 焼津チャンプ とこはＳＳ エースワン

決勝 1:03.40 1:03.56 1:04.89 1:05.80 1:06.27 1:06.45 1:07.09 1:07.20 1:07.54 1:09.88
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