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2022/05/28～2022/05/29

会場  浜松市総合水泳場ToBiO

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
鈴木　月渚 松浦　百愛 奥村　日菜 渡邊　りお 福岡　佑月 太田　菜月 加藤　めい 古井　円花

飛龍       豊川          桑名        県立岐阜商業    中京大中京    伊東       愛み大瑞穂    中京大中京    

26.07 26.69 26.75 26.84 27.15 27.56 27.58 27.96

鈴木　月渚 磯江月希乃 松浦　百愛 山田　茅帆 鈴木　琴心 福岡　佑月 杉本らいむ 吉川　友萌

飛龍       星陵          豊川          浜松西          豊川          中京大中京    中京大中京    中京大中京    

57.74 58.26 58.37 58.38 58.82 59.10 59.75 59.77

松崎江里子 佐藤　真論 山口　愛華 鈴木　琴心 山田　茅帆 吉川　友萌 北出　花夏 豊田　琉愛

帝京大可児    豊川          飛龍        豊川          浜松西          中京大中京    愛み大瑞穂    磐田農業        

2:01.64 2:04.87 2:05.09 2:05.45 2:07.08 2:08.46 2:08.77 2:09.61

松崎江里子 花山　彩良 小島　光丘 山口　愛華 川村　嶺奈 髙　　遥香 横地　　梢 佐藤　真論

帝京大可児    豊川          中京大中京    飛龍        四日市商業      城南静岡        豊川          豊川          

4:17.32 4:19.20 4:21.48 4:23.16 4:24.70 4:25.11 4:26.16 4:26.81

花山　彩良 髙　　遥香 鈴木　彩心 小島　光丘 横地　　梢 川村　嶺奈 緒方　　愛 岡部　天音

豊川          城南静岡        豊川          中京大中京    豊川          四日市商業      中京大中京    愛み大瑞穂    

8:52.49 8:54.46 8:59.87 9:01.49 9:04.98 9:09.01 9:09.46 9:16.89

鈴木　彩心 日極るりか 中島　芽郁 加藤　紗菜 山田　陽月 長島　知咲 亀井　琴音 芳村　りこ

豊川          豊川          日大三島        豊川          大垣商業    愛み大瑞穂    愛産大三河    中京大中京    

1:03.32 1:03.76 1:03.90 1:05.68 1:05.85 1:06.29 1:06.34 1:06.78

日極るりか 長島　知咲 中島　芽郁 山田　陽月 礒松　舞弥 大澤　　憩 廣橋　侑花 宮津　優羽

豊川          愛み大瑞穂    日大三島        大垣商業    日大三島        中京大中京    浜松西          浜名            

2:15.40 2:19.04 2:19.58 2:20.21 2:21.07 2:22.68 2:23.45 2:24.19

石渡　　遥 谷口　　華 有元　優菜 鍵谷　柚月 伊藤　梨彩 柴本　真衣 田中　乃愛 丸山　　翠

豊川          豊川          豊川          帝京大可児   愛み大瑞穂    城南静岡        静岡商業        愛み大瑞穂    

1:09.74 1:11.10 1:11.73 1:12.29 1:12.50 1:13.04 1:13.83 1:14.01

大会新

石渡　　遥 鍵谷　柚月 丸山　　翠 谷口　　華 柴本　真衣 山下　冬華 有元　優菜 神戸　望愛

豊川          帝京大可児   愛み大瑞穂    豊川          城南静岡        四日市商業      豊川          四日市工業      

2:29.63 2:31.62 2:33.16 2:34.36 2:34.40 2:35.16 2:35.73 2:37.50

太田　紗彩 木村　日咲 福島　心響 大川　日菜 小島　琉瑚 山村　咲瑛 古井　円花 吉田　優花

豊川          豊川          豊川          大垣商業    中京大中京    浜松商業        中京大中京    愛み大瑞穂    

1:00.24 1:00.86 1:01.39 1:01.70 1:02.69 1:03.76 1:03.79 1:03.87
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2022/05/28～2022/05/29

会場  浜松市総合水泳場ToBiO

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
福島　心響 小島　琉瑚 太田　紗彩 大川　日菜 高部　穂波 木村　日咲 吉田　優花 寺本帆乃香

豊川          中京大中京    豊川          大垣商業    城南静岡        豊川          愛み大瑞穂    中京大中京    

2:13.46 2:13.62 2:13.75 2:16.14 2:18.94 2:19.09 2:19.45 2:20.15

安達　真美 大塚　華蓮 米田　愛菜 大澤　千依 倉知かのん 奥村　日菜 祖父江和奏 櫻井ひより

豊川          豊川          豊川          磐田農業        中京大中京    桑名        愛み大瑞穂    清水南

2:16.31 2:16.38 2:18.64 2:20.16 2:23.53 2:23.63 2:23.85 2:26.13

米田　愛菜 大塚　華蓮 本間　七夏 祖父江和奏 櫻井ひより 兵藤　茉羽 倉知かのん 浦元　真瑚

豊川          豊川          豊川          愛み大瑞穂    清水南 城南静岡        中京大中京    愛み大瑞穂    

4:50.52 4:50.73 4:58.11 5:03.82 5:06.83 5:09.79 5:10.43 5:13.57

豊川  高 中京大中京  高 愛み大瑞穂  高 磐田農業  高 浜名  高 愛産大三河  高 浜松西  高 伊東  高

木村　日咲  福岡　佑月  加藤　めい  豊田　琉愛  山本　純奈  上田　唯愛  山田　茅帆  太田　菜月  

石渡　　遥  古井　円花  岩田　帆海  二宮　扶実  二川目　鈴  植島　茉洸  秋山　紗希  岩澤　月詞  

松浦　百愛  芳村　りこ  北出　花夏  平野　裕里  村田亜以留  植島　歩希  尾上　夏野  戸塚和花子  

鈴木　彩心  吉川　友萌  浦元　真瑚  飯田朱紗海  宮津　優羽  西村　優奈  上迫　美空  鈴木　莉南  

1:45.31  Fin. 1:47.86  Fin. 1:49.87  Fin. 1:51.66  Fin. 1:51.85  Fin. 1:53.15  Fin. 1:53.20  Fin. 1:53.26  Fin.

大会新

26.97  1st. 27.12  1st. 27.61  1st. 27.77  1st. 27.79  1st. 27.88  1st. 27.36  1st. 27.64  1st.

豊川  高 中京大中京  高 愛み大瑞穂  高 浜名  高 日大三島  高 浜松西  高 磐田農業  高 帝京大可児  高

鈴木　彩心  福岡　佑月  加藤　めい  山本　純奈  中島　芽郁  山田　茅帆  豊田　琉愛  松崎江里子  

木村　日咲  吉川　友萌  北出　花夏  二川目　鈴  宇佐美莉子  秋山　紗希  二宮　扶実  小澤実彩希  

米田　愛菜  杉本らいむ  岡部　天音  村田亜以留  仁科　恋香  廣橋　侑花  平野　裕里  桐山　珠実  

石渡　　遥  小島　光丘  和田佳奈子  宮津　優羽  大嶽　杏奈  原　　明里  飯田朱紗海  馬瀬　心奏  

3:52.72  Fin. 3:57.52  Fin. 3:59.43  Fin. 4:02.55  Fin. 4:04.13  Fin. 4:04.84  Fin. 4:05.01  Fin. 4:05.50  Fin.

大会新

58.37  1st. 59.01  1st. 59.92  1st. 59.88  1st. 58.88  1st. 58.53  1st. 1:00.29  1st. 57.23  1st.

愛み大瑞穂  高 中京大中京  高 磐田農業  高 日大三島  高 愛産大三河  高 帝京大可児  高 大垣商業  高 浜名  高

長島　知咲  大澤　　憩  飯田朱紗海  礒松　舞弥  亀井　琴音  小澤実彩希  山田　陽月  宮津　優羽  

高橋　美羽  土佐　天音  伊藤　麻衣  田中　美海  田村　涼乃  鍵谷　柚月  松岡　心萌  飯田帆乃香  

吉田　優花  小島　琉瑚  松野　心咲  中島　芽郁  西村　優奈  今井　晴菜  大川　日菜  村田亜以留  

北出　花夏  小島　光丘  豊田　琉愛  大嶽　杏奈  上田　唯愛  松崎江里子  村上　真央  山本　純奈  

4:22.83  Fin. 4:24.84  Fin. 4:25.05  Fin. 4:27.50  Fin. 4:27.63  Fin. 4:27.96  Fin. 4:28.70  Fin. 4:29.29  Fin.

1:06.24  1st. 1:06.55  1st. 1:06.69  1st. 1:07.85  1st. 1:06.53  1st. 1:09.38  1st. 1:06.39  1st. 1:06.16  1st.
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