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2022/05/21～2022/05/22

会場  浜松市総合水泳場 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
上原　夏南  中3 野崎　由夏  中3 藤曲　千佳  中2 近藤　彩芽  中3 宇野　綾夏  中3 新居　凜花  中3 妹尾　順華  中3 小楠　栞音  中3 小長谷知花  中1 石川　　葵  中2

東部ＳＳ        焼津チャンプ    東富士ＳＣ      島田チャンプ    ウィル大口      グリーン佐鳴    東富士ＳＣ      ＢＩＧ棒屋      グランツ        アケアクラブ    

27.46 27.49 28.15 28.41 28.51 28.59 28.59 28.77 28.81 28.82

（同6位）

野崎　由夏  中3 鈴木ひな子  中3 上原　夏南  中3 井上　結月  中2 近藤　彩芽  中3 宇野　綾夏  中3 新居　凜花  中3 萩原　絵里  中2 片山　灯夏  中1 谷口ひまり  中1

焼津チャンプ    グリーン高台    東部ＳＳ        ＪＳＳ中川      島田チャンプ    ウィル大口      グリーン佐鳴    東部ＳＳ        岡崎竜城ＳＣ    ＪＳＳ中川      

59.23 59.82 1:00.14 1:00.73 1:01.38 1:01.70 1:01.92 1:02.04 1:02.14 1:02.33

戸塚日南子  中2 鈴木ひな子  中3 近藤　彩芽  中3 井上　結月  中2 遠藤　萌音  中1 萩原　絵里  中2 水上　璃乃  中3 牧野　汐莉  中3 栗田　絆有  中1 杉浦　吏穂  中3

伊東ＳＳ        グリーン高台    島田チャンプ    ＪＳＳ中川      大垣北ＳＳ      東部ＳＳ        ＪＳＳ磐田      RSC富士         磐田カルチャ    浜松与進        

2:09.95 2:10.07 2:12.37 2:13.34 2:13.74 2:13.97 2:15.19 2:15.38 2:15.96 2:16.01

佐藤　　麗  中3 遠藤　萌音  中1 後藤　梨子  中3 遠藤　花音  中3 平川　真衣  中3 小長谷知花  中1 井上　結月  中2 小山田　耀  中1 佐伯　知央  中1 飯塚　琴音  中2

RSC富士         大垣北ＳＳ      ＪＳＳ中川      大垣北ＳＳ      東富士ＳＣ      グランツ        ＪＳＳ中川      グランツ        磐田カルチャ    とこはＳＳ      

4:25.74 4:33.92 4:34.54 4:38.16 4:38.58 4:42.17 4:42.73 4:43.92 4:44.39 4:45.83

佐藤　　麗  中3 後藤　梨子  中3 平川　真衣  中3 遠藤　花音  中3 佐伯　知央  中1 栗田　彩華  中1 萩原　絵里  中2 久保田風音  中2 津田　心雪  中3 中川　　桜  中1

RSC富士         ＪＳＳ中川      東富士ＳＣ      大垣北ＳＳ      磐田カルチャ    とこはＳＳ      東部ＳＳ        浜名湖ＳＳ      深谷ＳＣ浜松    大垣北ＳＳ      

9:00.89 9:20.81 9:25.37 9:37.47 9:39.44 9:39.93 9:45.92 9:45.98 9:51.45 9:56.81

大会新

野崎　由夏  中3 上原　夏南  中3 藤曲　千佳  中2 宇野　綾夏  中3 妹尾　順華  中3 小楠　栞音  中3 新居　凜花  中3 近藤　彩芽  中3

焼津チャンプ    東部ＳＳ        東富士ＳＣ      ウィル大口      東富士ＳＣ      ＢＩＧ棒屋      グリーン佐鳴    島田チャンプ    

27.02 27.22 27.60 27.96 28.33 28.48 28.53 28.57

野崎　由夏  中3 鈴木ひな子  中3 上原　夏南  中3 井上　結月  中2 新居　凜花  中3 近藤　彩芽  中3 宇野　綾夏  中3 萩原　絵里  中2

焼津チャンプ    グリーン高台    東部ＳＳ        ＪＳＳ中川      グリーン佐鳴    島田チャンプ    ウィル大口      東部ＳＳ        

58.45 59.55 59.96 1:01.04 1:01.23 1:01.26 1:01.68 1:02.06

戸塚日南子  中2 鈴木ひな子  中3 井上　結月  中2 近藤　彩芽  中3 遠藤　萌音  中1 水上　璃乃  中3 牧野　汐莉  中3 萩原　絵里  中2

伊東ＳＳ        グリーン高台    ＪＳＳ中川      島田チャンプ    大垣北ＳＳ      ＪＳＳ磐田      RSC富士         東部ＳＳ        

2:07.14 2:09.48 2:11.87 2:12.35 2:12.70 2:14.02 2:15.25 2:18.86

藤曲　千佳  中2 山田侑希采  中3 乗松咲矢香  中3 松岡　早椰  中3 石田　　慶  中1 森尾　　暖  中2 小森　香歩  中3 小楠　栞音  中3 加藤　結衣  中1 鋤柄　怜那  中2

東富士ＳＣ      袋井ＳＣ        磐田カルチャ    大垣北ＳＳ      袋井ＳＣ        深谷ＳＣ浜松    ＪＳＳ磐田      ＢＩＧ棒屋      ＪＳＳ磐田      豊橋ＳＳ        

1:05.84 1:06.90 1:08.36 1:09.10 1:09.12 1:09.61 1:09.62 1:09.63 1:09.78 1:10.01

藤曲　千佳  中2 松岡　早椰  中3 乗松咲矢香  中3 森尾　　暖  中2 加藤　結衣  中1 鋤柄　怜那  中2 浅野　りり  中1 芹澤　美結  中3 小森　香歩  中3 石田　　慶  中1

東富士ＳＣ      大垣北ＳＳ      磐田カルチャ    深谷ＳＣ浜松    ＪＳＳ磐田      豊橋ＳＳ        グランツ        裾野ＳＳ        ＪＳＳ磐田      袋井ＳＣ        

2:21.92 2:26.77 2:28.94 2:30.35 2:30.59 2:30.72 2:31.27 2:31.34 2:31.85 2:32.89

2022/05/24 10:12:24 SEIKO Swimming Results System
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2022/05/21～2022/05/22

会場  浜松市総合水泳場 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
藤曲　千佳  中2 山田侑希采  中3 乗松咲矢香  中3 森尾　　暖  中2 石田　　慶  中1 松岡　早椰  中3 小森　香歩  中3 加藤　結衣  中1

東富士ＳＣ      袋井ＳＣ        磐田カルチャ    深谷ＳＣ浜松    袋井ＳＣ        大垣北ＳＳ      ＪＳＳ磐田      ＪＳＳ磐田      

1:05.01 1:07.02 1:07.56 1:08.43 1:08.58 1:08.90 1:09.08 1:09.80

藤曲　千佳  中2 乗松咲矢香  中3 松岡　早椰  中3 森尾　　暖  中2 芹澤　美結  中3 浅野　りり  中1 加藤　結衣  中1 鋤柄　怜那  中2

東富士ＳＣ      磐田カルチャ    大垣北ＳＳ      深谷ＳＣ浜松    裾野ＳＳ        グランツ        ＪＳＳ磐田      豊橋ＳＳ        

2:21.63 2:24.59 2:26.92 2:27.10 2:28.29 2:29.12 2:29.86 2:30.29

山中　咲奈  中2 山下　葉菜  中3 内山　朝陽  中3 岸原くるみ  中2 上田　季愛  中2 藤村　梨那  中3 岩田　七海  中2 鈴木　　蘭  中2 嶋田こころ  中1 進士　結愛  中2

ＪＳＳ中川      レオリブレ      岡崎竜城SC南    岡崎竜城ＳＣ    豊橋ＳＳ        浜名湖ＳＳ      Ｖトピア一宮    島田チャンプ    磐田カルチャ    浜松与進        

1:14.22 1:15.37 1:15.39 1:15.70 1:16.80 1:16.97 1:18.07 1:18.08 1:18.11 1:18.51

山中　咲奈  中2 岸原くるみ  中2 進士　結愛  中2 上田　季愛  中2 鈴木　　蘭  中2 藤村　梨那  中3 牧田　夢瑠  中1 嶋田こころ  中1 岩田　七海  中2 加藤　美月  中2

ＪＳＳ中川      岡崎竜城ＳＣ    浜松与進        豊橋ＳＳ        島田チャンプ    浜名湖ＳＳ      東部ＳＳ        磐田カルチャ    Ｖトピア一宮    岡崎竜城ＳＣ    

2:35.43 2:43.26 2:43.26 2:44.17 2:44.89 2:46.55 2:48.53 2:49.30 2:49.71 2:52.17

（同2位）

山中　咲奈  中2 山下　葉菜  中3 内山　朝陽  中3 岸原くるみ  中2 藤村　梨那  中3 鈴木　　蘭  中2 岩田　七海  中2 上田　季愛  中2

ＪＳＳ中川      レオリブレ      岡崎竜城SC南    岡崎竜城ＳＣ    浜名湖ＳＳ      島田チャンプ    Ｖトピア一宮    豊橋ＳＳ        

1:13.75 1:14.61 1:15.33 1:15.93 1:17.12 1:17.45 1:17.69 1:18.66

山中　咲奈  中2 岸原くるみ  中2 上田　季愛  中2 進士　結愛  中2 鈴木　　蘭  中2 藤村　梨那  中3 嶋田こころ  中1 牧田　夢瑠  中1

ＪＳＳ中川      岡崎竜城ＳＣ    豊橋ＳＳ        浜松与進        島田チャンプ    浜名湖ＳＳ      磐田カルチャ    東部ＳＳ        

2:33.52 2:41.82 2:42.30 2:43.22 2:44.26 2:46.33 2:50.62 2:51.15

妹尾　順華  中3 山内　美紅  中3 益山　輝虹  中3 薮崎　そら  中1 水上　璃乃  中3 林　　莉々  中3 井出　奈玖  中2 千葉貴菜美  中1 平田　　栞  中2 岡村　真宙  中2

東富士ＳＣ      ｾｲｼﾝ千代田      Ｖトピア一宮    城南静岡        ＪＳＳ磐田      浜名湖ＳＳ      深谷ＳＣ浜松    宇佐美ＳＣ      宇佐美ＳＣ      ｾｲｼﾝ葵の森      

1:03.54 1:04.37 1:05.88 1:06.61 1:07.29 1:07.34 1:07.62 1:07.90 1:08.10 1:08.35

山内　美紅  中3 薮崎　そら  中1 林　　莉々  中3 井出　奈玖  中2 中村　柑南  中3 平田　　栞  中2 櫻井　七碧  中3 鈴木　杏実  中1 片山　詩織  中1 椿　梨璃華  中1

ｾｲｼﾝ千代田      城南静岡        浜名湖ＳＳ      深谷ＳＣ浜松    エスポ          宇佐美ＳＣ      RSC富士         エスポ          浜名湖ＳＳ      グランツ        

2:21.91 2:25.68 2:26.63 2:27.29 2:27.35 2:28.67 2:29.78 2:30.16 2:31.07 2:32.75

妹尾　順華  中3 山内　美紅  中3 益山　輝虹  中3 薮崎　そら  中1 林　　莉々  中3 井出　奈玖  中2 水上　璃乃  中3 千葉貴菜美  中1

東富士ＳＣ      ｾｲｼﾝ千代田      Ｖトピア一宮    城南静岡        浜名湖ＳＳ      深谷ＳＣ浜松    ＪＳＳ磐田      宇佐美ＳＣ      

1:03.29 1:04.17 1:05.37 1:05.91 1:06.33 1:06.73 1:07.04 1:08.26

山内　美紅  中3 薮崎　そら  中1 井出　奈玖  中2 平田　　栞  中2 中村　柑南  中3 林　　莉々  中3 櫻井　七碧  中3 鈴木　杏実  中1

ｾｲｼﾝ千代田      城南静岡        深谷ＳＣ浜松    宇佐美ＳＣ      エスポ          浜名湖ＳＳ      RSC富士         エスポ          

2:20.38 2:23.55 2:24.36 2:25.47 2:26.83 2:26.83 2:29.05 2:30.41

（同5位）

2022/05/24 10:12:24 SEIKO Swimming Results System
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2022/05/21～2022/05/22

会場  浜松市総合水泳場 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
戸塚日南子  中2 杉浦　未歩  中3 上原　夏南  中3 山中　咲奈  中2 稲葉聡友子  中2 加藤　綾野  中3 大城　璃桜  中3 後藤　里珠  中3 後藤　梨子  中3 鈴木　　杏  中2

伊東ＳＳ        ＪＳＳ中川      東部ＳＳ        ＪＳＳ中川      宇佐美ＳＣ      東邦ＳＣ        ウィル大口      とこはＳＳ      ＪＳＳ中川      磐田カルチャ    

2:24.81 2:25.45 2:26.47 2:27.44 2:28.47 2:29.26 2:29.42 2:30.38 2:30.76 2:30.81

鈴木　　杏  中2 杉浦　未歩  中3 後藤　里珠  中3 稲葉聡友子  中2 妹尾　順華  中3 益山　輝虹  中3 大城　璃桜  中3 加藤　綾野  中3 神田　玲愛  中3 舟橋　空良  中1

磐田カルチャ    ＪＳＳ中川      とこはＳＳ      宇佐美ＳＣ      東富士ＳＣ      Ｖトピア一宮    ウィル大口      東邦ＳＣ        ＭＧ浜松        ＪＳＳ中川      

5:05.57 5:06.51 5:10.72 5:12.06 5:12.32 5:12.81 5:14.85 5:19.28 5:21.65 5:22.75

戸塚日南子  中2 杉浦　未歩  中3 上原　夏南  中3 後藤　里珠  中3 稲葉聡友子  中2 山中　咲奈  中2 加藤　綾野  中3 大城　璃桜  中3

伊東ＳＳ        ＪＳＳ中川      東部ＳＳ        とこはＳＳ      宇佐美ＳＣ      ＪＳＳ中川      東邦ＳＣ        ウィル大口      

2:22.44 2:24.64 2:24.83 2:25.40 2:26.35 2:26.48 2:26.85 2:29.05

東部ＳＳ  中 浜名湖ＳＳ  中 磐田カルチャ  中 とこはＳＳ  中 グランツ  中 ＪＳＳ磐田  中 ＭＧ浜松  中 ＳＣみえ  中 浜松曳馬  中 浜松南陽  中

上原　夏南  中3 藤村　梨那  中3 乗松咲矢香  中3 後藤　里珠  中3 小長谷知花  中1 加藤　結衣  中1 神田　玲愛  中3 林　　寛澄  中1 飯尾　彩葉  中2 中村　悠乃  中1

萩原　絵里  中2 久保田風音  中2 鈴木　　杏  中2 栗田　彩華  中1 小山田　耀  中1 古川　千夏  中1 小玉　真帆  中3 岩間　夢禾  中1 鈴木　伶萌  中2 山崎　亜虹  中3

奥　　彩心  中1 片山　詩織  中1 栗田　絆有  中1 松永つき乃  中1 浅野　りり  中1 須山かのん  中1 鈴木　風優  中1 川村和花奈  中3 宮川　芽実  中1 市川恵麗奈  中3

牧田　夢瑠  中1 林　　莉々  中3 佐伯　知央  中1 飯塚　琴音  中2 兒玉　心優  中3 太田　有美  中2 渡辺　実希  中2 加藤　碧実  中1 渡邉　　栞  中2 伊藤　優花  中3

1:53.27  Fin. 1:55.61  Fin. 1:56.60  Fin. 1:56.98  Fin. 1:57.15  Fin. 2:00.43  Fin. 2:00.73  Fin. 2:04.67  Fin. 2:13.15  Fin. 2:15.00  Fin.

27.19  1st. 29.13  1st. 29.38  1st. 28.91  1st. 28.90  1st. 29.46  1st. 29.27  1st. 31.11  1st. 30.00  1st. 32.36  1st.

東部ＳＳ  中 とこはＳＳ  中 磐田カルチャ  中 浜名湖ＳＳ  中 Ｖトピア一宮  中 袋井ＳＣ  中 ＪＳＳ磐田  中 グランツ  中 ハマスポ  中 浜松与進  中

上原　夏南  中3 後藤　里珠  中3 乗松咲矢香  中3 藤村　梨那  中3 加藤あおい  中3 山田侑希采  中3 須山　栞鈴  中3 小山田　耀  中1 岡田ななみ  中3 杉浦　吏穂  中3

萩原　絵里  中2 栗田　彩華  中1 鈴木　　杏  中2 久保田風音  中2 岩田　七海  中2 村松　來夏  中3 田中　南有  中3 小長谷知花  中1 和久田紗矢  中3 進士　結愛  中2

奥　　彩心  中1 松永つき乃  中1 栗田　絆有  中1 片山　詩織  中1 益山　輝虹  中3 村松　杏夏  中1 小森　香歩  中3 椿　梨璃華  中1 吉田　梨桜  中2 大澤　真央  中2

牧田　夢瑠  中1 飯塚　琴音  中2 佐伯　知央  中1 林　　莉々  中3 杉山　日風  中3 中村　心柚  中2 水上　璃乃  中3 浅野　りり  中1 福井　芹奈  中1 伊藤　朱々  中2

4:09.47  Fin. 4:12.86  Fin. 4:12.95  Fin. 4:13.18  Fin. 4:13.38  Fin. 4:15.73  Fin. 4:21.03  Fin. 4:22.07  Fin. 4:32.63  Fin. 4:34.38  Fin.

59.89  1st. 1:01.72  1st. 1:03.33  1st. 1:03.17  1st. 1:03.52  1st. 1:01.42  1st. 1:04.88  1st. 1:03.71  1st. 1:07.83  1st. 1:03.13  1st.

磐田カルチャ  中 浜名湖ＳＳ  中 ＪＳＳ磐田  中 袋井ＳＣ  中 Ｖトピア一宮  中 グランツ  中 ＳＣみえ  中 浜松与進  中 浜松湖東  中 浜松曳馬  中

乗松咲矢香  中3 鈴木　佑彩  中2 小森　香歩  中3 石田　　慶  中1 益山　輝虹  中3 小山田　耀  中1 岩間　夢禾  中1 稲葉　瑠奈  中2 鈴木　智咲  中1 石津谷心光  中3

嶋田こころ  中1 藤村　梨那  中3 田中　南有  中3 石田　琥珀  中1 岩田　七海  中2 椿　梨璃華  中1 加藤　碧実  中1 進士　結愛  中2 髙橋ほほみ  中3 大木　綾香  中3

鈴木　　杏  中2 林　　莉々  中3 水上　璃乃  中3 山田侑希采  中3 杉山　日風  中3 兒玉　心優  中3 林　　寛澄  中1 杉浦　吏穂  中3 梶浦　由愛  中3 宮川　芽実  中1

栗田　絆有  中1 久保田風音  中2 須山　栞鈴  中3 村松　來夏  中3 加藤あおい  中3 小長谷知花  中1 川村和花奈  中3 伊藤　朱々  中2 鈴木　玲乃  中3 飯尾　彩葉  中2

4:34.96  Fin. 4:35.58  Fin. 4:44.33  Fin. 4:46.37  Fin. 4:46.90  Fin. 4:55.74  Fin. 5:00.89  Fin. 5:14.90  Fin. 5:37.71  Fin. 5:39.67  Fin.

1:08.36  1st. 1:10.48  1st. 1:10.49  1st. 1:09.06  1st. 1:15.69  1st. 1:13.56  1st. 1:17.61  1st. 1:28.87  1st. 1:23.25  1st. 1:22.60  1st.
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