
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 鯨井あぐり  小6 清水　瑠華  小6 柴田　　瑠  小6 大野　花菜  小6 鳥光　紀花  小6 飼沼　夏帆  小6 髙木　梨央  小6 梅本　那樹  小6
50ｍ 東京ＳＣ        WING            マリン西新井    アピア富山      ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ       桃太郎ＳＳ      コナミ船堀      ＭＧ海南        

A決勝 27.74 27.83 28.39 28.49 29.13 29.16 29.31 29.41
自由形 清水さやか  小6 鈴木　彩芽  小5 清水　瑠華  小6 柴田　　瑠  小6 杉浦　遥香  小6 水谷　紗也  小6 小長谷知花  小6 大野　花菜  小6
100ｍ  T・HIRO’S    ささはら塾      WING            マリン西新井    イトマン中村    ＪＳＳ白子      グランツ        アピア富山      
A決勝 58.73　大会新 1:00.72 1:01.18 1:02.68 1:02.70 1:02.75 1:03.48 1:04.15
自由形 清水さやか  小6 水谷　紗也  小6 鈴木　彩芽  小5 酒葉　理穂  小6 菅　　七海  小6 川西　咲依  小5 蓮川　舞優  小6 町山　美空  小6
200ｍ  T・HIRO’S    ＪＳＳ白子      ささはら塾      東京ＳＣ        東京ＳＣ        マリン西新井    ＭＧニッシン    ＥＡＳＴ        
A決勝 2:06.41　大会新 2:10.52 2:11.83 2:12.25 2:13.91 2:15.11 2:15.12 2:15.92
背泳ぎ 鯨井あぐり  小6 清水　瑠華  小6 崎山友莉菜  小6 堀切　梓彩  小6 森　　杏菜  小6 薗田　朱莉  小6 築島　仁子  小6 貫洞友里杏  小5
50m 東京ＳＣ        WING            ロンド東村山    東京ＳＣ        イトマン中村    原田学園ＳＳ    ロンド上北台    東京ＳＣ        

A決勝 31.40 31.96 32.28 32.49 32.51 33.05 33.10 33.13
背泳ぎ 鯨井あぐり  小6 堀切　梓彩  小6 崎山友莉菜  小6 石田　　慶  小6 髙野　結衣  小6 菅　　七海  小6 永井　茉裕  小6 築島　仁子  小6
100m 東京ＳＣ        東京ＳＣ        ロンド東村山    袋井ＳＣ        東松山ＳＳ      東京ＳＣ        津アサヒＳＳ    ロンド上北台    
A決勝 1:07.94 1:08.91 1:10.18 1:10.49 1:10.58 1:11.68 1:12.04 1:12.38
平泳ぎ 鈴木里桜子  小6 明樂　美紀  小6 與河　沙奈  小6 進藤　咲月  小5 恒吉もも香  小5 青野　来美  小6 小松崎日瑚  小6 関谷　　文  小6
50m 東京ＳＣ        ＢＩＧ加木屋    ｲﾄﾏﾝ春日井      オーパス高岡    ロンド成増      塚口ＳＳ        ｲﾄﾏﾝ古河        ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ       

A決勝 35.26 35.54 35.86 35.87 36.59 36.62 36.87 37.02
平泳ぎ 鈴木里桜子  小6 與河　沙奈  小6 明樂　美紀  小6 安居　茉白  小6 恒吉もも香  小5 嶋田こころ  小6 青野　来美  小6 西村　　英  小5
100m 東京ＳＣ        ｲﾄﾏﾝ春日井      ＢＩＧ加木屋    津田四日市      ロンド成増      磐田カルチャ    塚口ＳＳ        ビート守山      
A決勝 1:16.04 1:16.27 1:18.50 1:20.16 1:20.56 1:21.33 1:21.39 1:21.99

バタフライ 入江　夏帆  小6 崎山友莉菜  小6 奥田　真由  小6 酒葉　理穂  小6 遠藤　　遥  小6 岩澤　　陸  小6 田口　　葵  小6 細川　亜樹  小6
50m みなとＳＳ      ロンド東村山    津アサヒＳＳ    東京ＳＣ        ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ       アピア富山      ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ       アピア富山      

A決勝 28.86 29.01 29.29 30.28 30.47 30.71 30.90 31.08
バタフライ 入江　夏帆  小6 桑野　真奈  小6 奥田　真由  小6 酒葉　理穂  小6 薮崎　そら  小6 蓮川　舞優  小6 山川　めぐ  小6 細川　亜樹  小6

100m みなとＳＳ      林水泳教室      津アサヒＳＳ    東京ＳＣ        島田チャンプ    ＭＧニッシン    Ｔ‐１２３      アピア富山      
A決勝 1:03.77 1:05.38 1:05.43 1:06.26 1:07.71 1:08.09 1:08.62 1:08.94

個人メドレ 清水さやか  小6 入江　夏帆  小6 水谷　紗也  小6 堀切　梓彩  小6 奥田　真由  小6 川西　咲依  小5 蓮川　舞優  小6 菅　　七海  小6
200m  T・HIRO’S    みなとＳＳ      ＪＳＳ白子      東京ＳＣ        津アサヒＳＳ    マリン西新井    ＭＧニッシン    東京ＳＣ        
A決勝 2:20.80 2:23.01 2:23.87 2:25.84 2:28.99 2:29.69 2:30.23 2:31.52
Fリレー 東京ＳＣ  小 アピア富山  小 ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ  小 岐阜西ＳＣ  小 コナミ船堀  小 ｲﾄﾏﾝ春日井  小 浜名湖ＳＳ  小 稲沢ＳＳ  小
4×50ｍ 鯨井あぐり  小6 大野　花菜  小6 巻田　美範  小6 下田　唯乃  小6 髙木　梨央  小6 吉子　未夏  小6 山本　華緒  小5 大友　梨緒  小5
A決勝 酒葉　理穂  小6 岩澤　　陸  小6 遠藤　　遥  小6 後藤　　涼  小5 佐久間　怜  小5 伊藤　愛珠  小6 椎谷　華彩  小6 川口みよみ  小6

堀切　梓彩  小6 細川　亜樹  小6 鳥光　紀花  小6 早川　七海  小5 鈴木　紗菜  小6 長島　采花  小6 吉田陽茉理  小6 小沢　優実  小6
菅　　七海  小6 遠田　琴葉  小6 関谷　　文  小6 廣瀬　里桜  小6 菅原　優子  小6 與河　沙奈  小6 片山　詩織  小6 西村　妃以  小5

1:53.19  Fin. 1:58.17  Fin. 1:58.52  Fin. 1:58.75  Fin. 2:00.44  Fin. 2:01.50  Fin. 2:01.64  Fin. 2:02.70  Fin.
Mリレー 東京ＳＣ  小 ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ  小 津アサヒＳＳ  小 アピア富山  小 岐阜西ＳＣ  小 ＪＳＳ中川  小 稲沢ＳＳ  小 コナミ船堀  小
4×50ｍ 堀切　梓彩  小6 巻田　美範  小6 永井　茉裕  小6 遠田　琴葉  小6 佐藤かいり  小5 谷口ひまり  小6 川口みよみ  小6 髙木　梨央  小6
A決勝 鈴木里桜子  小6 関谷　　文  小6 堀内　菜央  小5 細川　亜樹  小6 篠原　優歩  小6 栗田　唯花  小6 大友　梨緒  小5 鈴木　紗菜  小6

酒葉　理穂  小6 遠藤　　遥  小6 奥田　真由  小6 岩澤　　陸  小6 後藤　　涼  小5 松村　一花  小6 西村　妃以  小5 二石　未羅  小6
鯨井あぐり  小6 鳥光　紀花  小6 西村にこる  小6 大野　花菜  小6 下田　唯乃  小6 安藤穂乃花  小6 小沢　優実  小6 菅原　優子  小6

2:04.87  Fin. 2:10.57  Fin. 2:11.62  Fin. 2:12.82  Fin. 2:13.00  Fin. 2:13.06  Fin. 2:13.14  Fin. 2:15.87  Fin.
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9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位

自由形 鈴木　彩芽  小5 杉浦　遥香  小6 奥　　彩心  小6 丹所映瑠紗  小6 齊藤友里恵  小6 生井　沙希  小6 菅原　優子  小6 西島　叶芽  小6
50ｍ ささはら塾      イトマン中村    東部ＳＳ        ビート守山      レオリブレ      ＭＹＳ花畑      コナミ船堀       T・HIRO’S    

B決勝 29.18 29.25 29.27 29.32 29.48 29.56 29.62 29.64
自由形 長濱　波和  小6 奥　　彩心  小6 梅本　那樹  小6 小山田　耀  小6 生井　沙希  小6 町山　美空  小6 飼沼　夏帆  小6 丹所映瑠紗  小6
100ｍ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ        東部ＳＳ        ＭＧ海南        グランツ        ＭＹＳ花畑      ＥＡＳＴ        桃太郎ＳＳ      ビート守山      
B決勝 1:02.96 1:03.41 1:03.79 1:03.84 1:04.00 1:04.09 1:04.17 1:04.48
自由形 玉置　侑衣  小6 藤井　結衣  小6 小長谷知花  小6 栗田　絆有  小6 谷口ひまり  小6 武波　笑凪  小6 後藤　咲子  小5 丹所映瑠紗  小6
200ｍ １toＳＷＩＭ    東川口SC        グランツ        エスポ袋井      ＪＳＳ中川      東京ＳＣ        アシスト蟹江    ビート守山      
B決勝 2:16.24 2:16.25 2:18.12 2:18.64 2:19.30 2:20.71 2:20.87 2:21.69
背泳ぎ 松本　夏南  小5 加藤　結衣  小6 永井　茉裕  小6 髙野　結衣  小6 永井　浬乃  小6 小山田　耀  小6 奥　　彩心  小6 千田　琴望  小6
50m ＪＳＳ一宮      ＪＳＳ磐田      津アサヒＳＳ    東松山ＳＳ      磐田カルチャ    グランツ        東部ＳＳ        イトマン中村    

B決勝 33.36 33.37 33.38 33.58 33.60 33.72 33.76 33.92
背泳ぎ 薗田　朱莉  小6 森　　杏菜  小6 宇口　夢笑  小6 伊藤　愛珠  小6 貫洞友里杏  小5 千田　琴望  小6 永井　浬乃  小6 松本　夏南  小5
100m 原田学園ＳＳ    イトマン中村    ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田     ｲﾄﾏﾝ春日井      東京ＳＣ        イトマン中村    磐田カルチャ    ＪＳＳ一宮      
B決勝 1:11.01 1:11.64 1:11.80 1:12.36 1:12.44 1:12.46 1:12.53 1:13.93
平泳ぎ 西村　　英  小5 伏見　真琴  小4 安居　茉白  小6 石田　琥珀  小6 嶋田こころ  小6 牧田　夢瑠  小6 西村　優希  小5 槇尾　雅楽  小6
50m ビート守山      イトマン中村    津田四日市      袋井ＳＣ        磐田カルチャ    東部ＳＳ        ﾙﾈｻﾝｽ沼津       ビート長久手    

B決勝 37.22 37.28 37.54 37.82 38.05 38.19 38.26 38.90
平泳ぎ 小松崎日瑚  小6 進藤　咲月  小5 大友　梨緒  小5 石川　果林  小6 関谷　　文  小6 鈴木　紗菜  小6 清水こころ  小6 矢野あかり  小6
100m ｲﾄﾏﾝ古河        オーパス高岡    稲沢ＳＳ        ビート守山      ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ       コナミ船堀      三菱養和ＳＳ    ビート守山      
B決勝 1:19.90 1:20.82 1:20.86 1:21.51 1:21.75 1:22.67 1:23.07 1:23.12

バタフライ 薮崎　そら  小6 福田このみ  小6 山川　めぐ  小6 明樂　美紀  小6 野村　梨早  小6 加藤みはね  小6 上杉　　杏  小6 吉子　未夏  小6
50m 島田チャンプ    ﾌﾞﾙｰｱｰｽ石和     Ｔ‐１２３      ＢＩＧ加木屋    東京ＳＣ        Ｖトピア小牧    ＪＳＳ米子      ｲﾄﾏﾝ春日井      

B決勝 31.17 31.23 31.30 31.34 31.46 31.52 31.61 31.65
バタフライ 片山　詩織  小6 中原　心結  小6 祖父江咲奈  小6 上杉　　杏  小6 鈴木　杏実  小6 服部　胡桃  小6 岩澤　　陸  小6 野村　梨早  小6

100m 浜名湖ＳＳ      ささはら塾      イトマン中村    ＪＳＳ米子      エスポ          ＭＧ浜松        アピア富山      東京ＳＣ        
B決勝 1:08.59 1:08.64 1:08.84 1:09.42 1:09.50 1:09.54 1:09.74 1:10.34

個人メドレ 長濱　波和  小6 永井　茉裕  小6 西村　妃以  小5 後藤　咲子  小5 武波　笑凪  小6 大鋸谷紗未  小6 藤井　結衣  小6
200m ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ        津アサヒＳＳ    稲沢ＳＳ        アシスト蟹江    東京ＳＣ        ナントＳＣ      東川口SC        
B決勝 2:33.15 2:33.73 2:34.42 2:35.45 2:36.34 2:36.55 2:36.94
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