
《小学生》
区分

50m 自　由　形 江森　大将 イトマン上尾 33.79 柴田　菜摘 コナミ北浦和 33.61
小 100m 自　由　形 秋山　翔吾 イトマン深谷 1:15.25 奥隅 栄里子 大井S S 1:15.77
２ 50m 背　泳　ぎ 山田　裕陽 スウィン埼玉 37.88 曳地　夏芽 コナミ所沢 37.81
以 50m 平　泳　ぎ 小川　翔真 コナミ北浦和 41.74 柴田　結衣 コナミ北浦和 44.17
下 50m バタフライ 内田 竜太郎 川口インター 35.13 冨澤　香珠 愛徳SS 35.23

200m 個人メドレー 小川　翔慎 コナミ北浦和 2.46.98 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:50.20
50m 自　由　形 小川　翔真 コナミ北浦和 29.97 内田　茉那 ｽｳｨﾝ大宮西 30.52

小 100m 自　由　形 秋山　翔吾 イトマン深谷 1:09.80 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 1:06.35
50m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 コナミ北浦和 34.50 酒井  夏海 アテナＡＭＣ 35.49
50m 平　泳　ぎ 小宮　希仁 東川口ＳＣ 37.85 宮坂  倖乃 コナミ北浦和 38.88

３ 50m バタフライ 石橋  怜悟 コナミ北浦和 32.89 小牧　彩音 ユアー蕨 33.04
200m 個人メドレー 小川　翔慎 コナミ北浦和 2.35.34 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:39.74
50m 自　由　形 奥山　丈太郎 コナミ北浦和 29.34 柴田　結衣 コナミ北浦和 29.78
100m 自　由　形 奥山　丈太郎 コナミ北浦和 1：03.23 青木 香寿子 イトマン埼玉 1:05.23
200m 自　由　形 佐藤　脩斗 東川口ＳＣ 2:19.02 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:13.64

小 50m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 コナミ北浦和 32.43 酒井　夏海 アテナＡＭＣ 31.84
100m 背　泳　ぎ 関矢　雄太 ベストＳＳ 1:10.50 井出　凜花 東坂戸SS 1:12.06
50m 平　泳　ぎ 小川　翔真 コナミ北浦和 35.64 董  　安琪 ユアー蕨 36.30
100m 平　泳　ぎ 林　　太陽 スウィン東光 1:19.30 高瀬  綾香 後楽園ひばり 1:23.75
50m バタフライ 小川  　翼 ベストＳＳ 31.94 大森  愛子 ユアー蕨 31.45

４ 100m バタフライ 小川　翔真 コナミ北浦和 1:05.91 大森  愛子 ユアー蕨 1:09.61
200m 個人メドレー 竹内　太洋 プレオン北越谷 2:32.52 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:31.67
200m M・リレー 2:15.67 2:17.90
200m F・リレー 2:04.89 1:59.65
50m 自　由　形 神場　一樹 おざわSS 28.18 小牧　彩音 ユアー蕨 27.99
100m 自　由　形 小川　翔慎 コナミ北浦和 59.43 油井　美波 スウィン大教 1:01.14

小 200m 自　由　形 萩原  康平 ＰＩＸＹSC 2:11.00 大久保 侑央 スウィン東光 2:10.68
50m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 コナミ北浦和 30.01 富井  千陽 サンライン 32.12
100m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 コナミ北浦和 1:05.67 井上　結葉 ﾋｭｰﾏﾝみさと 1:08.24
50m 平　泳　ぎ 小川　翔慎 コナミ北浦和 33.69 宮坂  倖乃 コナミ北浦和 34.11
100m 平　泳　ぎ 大木  涼平 イトマン埼玉 1:15.14 董  　安琪 ユアー蕨 1:12.12

５ 50m バタフライ 石橋  怜悟 コナミ北浦和 29.39 小牧　彩音 ユアー蕨 28.28
100m バタフライ 石橋  怜悟 コナミ北浦和 1:03.49 大森  愛子 ユアー蕨 1:06.13
200m 個人メドレー 石井　健聖 スウィン坂戸 2:27.39 酒井 夏海 アテナＡＭＣ 2:25.01
50m 自　由　形 神場　一樹 おざわSS 26.31 板谷　久瑠実 スウィン越谷 27.69
100m 自　由　形 熊澤　将大 スウィン東松山 56.13 大久保 侑央 スウィン東光 58.85
200m 自　由　形 小川　翔慎 コナミ北浦和 1:59.41 酒井　夏海 アテナＡＭＣ 2:05.57

小 50m 背　泳　ぎ 小川　翔慎 コナミ北浦和 28.84 時田　恵多 スウィン春日部 28.82
100m 背　泳　ぎ 関矢　雄太 ベストＳＳ 1:02.01 長島　光花 アテナAMC 1:06.02
50m 平　泳　ぎ 矢野　拓都 ユアー蕨 32.21 関口  美咲 ベストS S 33.90
100m 平　泳　ぎ 矢野　拓都 ユアー蕨 1:09.93 関口  美咲 ベストS S 1:11.65
50m バタフライ 菊池　勢太 トコーＳＣ 27.51 柴田　結衣 コナミ北浦和 29.21

６ 100m バタフライ 杉村　朔 スウィン鷲宮 1:02.27 金井  　遥 狭山ヶ丘学園 1:05.24
200m 個人メドレー 石橋　怜悟 コナミ北浦和 2:17.24 酒井　夏海 アテナＡＭＣ 2:19.17
200m M・リレー 2:04.58 2:08.00
200m F・リレー 1:52.12 1:55.56

イトマン埼玉 スウィン大宮西

KONAMI北浦和 イトマン大教
スウィン越谷 SW大教大宮東

東川口SC イトマン大教
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《中高生》
区分

50m 自　由　形 岩見　俊祐 スウィン鷲宮 24.65 山口　侑希 うらわSC 27.28
100m 自　由　形 長岡　　豪 栄東 54.31 篠塚　聖妃 セ・桶川北本 57.17
200m 自　由　形 小川　翔慎 コナミ北浦和 1:53.36 柴田　夏海 コナミ北浦和 2:02.63
400m 自　由　形 石橋  怜悟 コナミ北浦和 4:02.87 大久保 侑央 スウィン東光 4:19.35
*50ｍ 背　泳　ぎ 滝沢　　健 春日部中央 28.48 長谷川 実香 JSS所沢 31.63

中 100m 背　泳　ぎ 川端　宏昌 アテナＡＭＣ 58.41 井出　柚紀 東坂戸SS 1:04.10
１ 200m 背　泳　ぎ 内藤　良太 所沢YMCA 2:06.45 田中  紗織 ＪＳＳ所沢 2:18.02

*50ｍ 平　泳　ぎ 武井　　陸 早稲田SS 32.54 守 　萌々子 野間AC 34.61
・ 100m 平　泳　ぎ 長岡　　豪 栄東 1:03.31 関口  美咲 ベスト上尾 1:10.00

200m 平　泳　ぎ 林　　太陽 スウィン東光 2:16.46 関口  美咲 ベスト上尾 2:30.44
中 *50ｍ バタフライ 黒田　武蔵 プレオン北越谷 28.31 千葉 美捺穂 東松山SS 29.42
２ 100m バタフライ 岩見　俊祐 スウィン鷲宮 57.12 小牧　彩音 コナミ北浦和 1:01.85

200m バタフライ 瀬戸  大也 ＪＳＳ毛呂山 2:04.38 日下部　麗奈 スウィン埼玉 2:13.36
200m 個人メドレー 小川　翔慎 コナミ北浦和 2:04.87 柴田　夏海 コナミ北浦和 2:21.08
400m 個人メドレー 関矢　雄太 ベスト上尾 4:34.82 志賀　美月 コナミ北浦和 4:52.95
400m M・リレー 4:06.32 4:21.22
400m F・リレー 3:44.61 3:58.29
50m 自　由　形 飯田　陽成 コナミ入間 23.65 篠塚　聖妃 ｾ・桶川北本 26.62
100m 自　由　形 石橋　怜悟 コナミ北浦和 52.33 柴田　菜摘 コナミ北浦和 57.10
200m 自　由　形 浦　瑠一朗 ＪＳＳ毛呂山 1:51.44 橋本　沙希 ユアー蕨 2:02.12
400m 自　由　形 宮木　宏悦 スウィン春日部 3.53.53 小川　真侑 コナミ北浦和 4:18.68
*50ｍ 背　泳　ぎ 内藤　良太 所沢YMCA 27.18 関根　美結 ひらはらSC 30.77

中 100m 背　泳　ぎ 井ノ上　樹 花咲徳栄 56.96 水野　柚希 スウィン大教 1:01.89
３ 200m 背　泳　ぎ 浦　瑠一朗 ＪＳＳ毛呂山 2:00.03 武上　紗也奈 花咲徳栄 2:14.26

*50ｍ 平　泳　ぎ 松村　優樹 ユアー蕨 28.71 関口  美咲 ベスト上尾 32.43
・ 100m 平　泳　ぎ 小澤　幹 スウィン大宮 1:00.97 関口  美咲 ベスト上尾 1:09.74

200m 平　泳　ぎ 長岡　　豪 栄東中学校 2:14.33 宮坂　倖乃 コナミ北浦和 2.23.81
高 *50ｍ バタフライ 白鳥　智貴 ひらはらＳＣ 29.89 丹羽　麻友 RIDGEND 29.49
１ 100m バタフライ 菊池　勢太 トコーＳＣ 56.12 関根　倖彩 スウィン大教 1:00.78

200m バタフライ 瀬戸  大也 ＪＳＳ毛呂山 1:56.03 柴田　夏海 コナミ北浦和 2:11.77
200m 個人メドレー 浦　瑠一朗 ＪＳＳ毛呂山 2:02.27 秋山  遥奈 ユアー蕨 2:19.09
400m 個人メドレー 本庄　智貴 ＪＳＳ毛呂山 4:18.01 宮坂　倖乃 コナミ北浦和 4.42.90
400m M・リレー
400m F・リレー 3:56.70
50m 自　由　形 田中　直太朗 スウィン北本 23.64 柴田　夏海 コナミ北浦和 26.06
100m 自　由　形 丸山　康之 東所沢ＳＣ 51.63 谷頭　　聖 スウィン東光 56.07
200m 自　由　形 山本　雄太 コナミ北浦和 1.50.80 谷頭　　聖 スウィン東光 2:01.56
400m 自　由　形 水村　　元 埼玉栄 3:56.08 髙桑　美咲 スウィン春日部 4:17.31
*50ｍ 背　泳　ぎ 須貝　和彦 セントラル川越 27.15

高 100m 背　泳　ぎ 川端　宏昌 アテナＡＭＣ 54.76 柴田　菜摘 コナミ北浦和 1:01.02
２ 200m 背　泳　ぎ 川端　宏昌 アテナＡＭＣ 1:57.94 梶野　美優 埼玉栄 2:14.32

*50ｍ 平　泳　ぎ 中矢 茉奈美 ULS・SS 36.41
・ 100m 平　泳　ぎ 長岡　　豪 栄東 1:00.86 関口　美咲 ベスト上尾 1:09.25

200m 平　泳　ぎ 山本　拓歩 埼玉栄 2:12.41 関口　美咲 ベスト上尾 2:27.63
高 *50ｍ バタフライ 浦　瑠一朗 埼玉栄 24.97 河野 智佳子 戸田市ＳＰＣ 33.23
３ 100m バタフライ 陸田　立起 ｾﾝﾄﾗﾙ岩槻 54.29 蓮原　愛実 スウィン熊谷 1:01.43

200m バタフライ 石橋　怜悟 コナミ北浦和 1:58.29 柴田　夏海 コナミ北浦和 2.15.29
200m 個人メドレー 陸田　立起 ｾﾝﾄﾗﾙ岩槻 2.02.44 秋山  遥奈 ユアー蕨 2:17.67
400m 個人メドレー 樋口　敬太 アテナＡＭＣ 4:20.53 小川  美和 市立川口 4:50.11
400m M・リレー 3:47.08 4:15.09
400m F・リレー 3:30.00 3:56.56

*マークは第37回大会まで実施

アテナＡＭＣ ユアー蕨
ＪＳＳ毛呂山 スウィン東光

ＪＳＳ毛呂山 コナミ北浦和

KONAMI北浦和
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コナミ北浦和 ユアー蕨


