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種目 距離 性別 予決 氏名 所属名称１ 学校 学年 ゴール 新記録マーク 事由マーク
自由形  400m 男子 決勝 加登　結翔 神・大池 中学 1  4:20.02
自由形 1500m 男子 タイム決勝 加登　結翔 神・大池 中学 1 17:23.51
背泳ぎ  100m 男子 決勝 前田　駿太 神・駒ヶ林 中学 3    59.44
背泳ぎ  100m 男子 予選 前田　駿太 神・駒ヶ林 中学 3    59.77
背泳ぎ  200m 男子 決勝 前田　駿太 神・駒ヶ林 中学 3  2:07.07
背泳ぎ  200m 男子 決勝 赤坂　太成 神・井吹台 中学 3  2:10.52
背泳ぎ  200m 男子 予選 前田　駿太 神・駒ヶ林 中学 3  2:07.64
平泳ぎ  100m 男子 決勝 渡辺　隆世 神・友が丘 中学 2  1:07.36
平泳ぎ  100m 男子 予選 渡辺　隆世 神・友が丘 中学 2  1:07.12
平泳ぎ  200m 男子 決勝 渡辺　隆世 神・友が丘 中学 2  2:27.62
平泳ぎ  200m 男子 決勝 上岡　颯太 神・塩屋 中学 2  2:28.06

バタフライ  200m 男子 決勝 竹中　拓哉 神・烏帽子 中学 3  2:07.89 大会新
個人メドレー  200m 男子 決勝 大平　理登 神・唐櫃 中学 3  2:07.67 大会新
個人メドレー  400m 男子 決勝 大平　理登 神・唐櫃 中学 3  4:32.01 大会新

自由形   50m 女子 決勝 吉田　芽生 神・櫨谷 中学 2    27.44
自由形   50m 女子 予選 吉田　芽生 神・櫨谷 中学 2    27.41
自由形  100m 女子 決勝 片山　珠里 神・歌敷山 中学 2    58.41 大会新
自由形  100m 女子 決勝 貴島風海香 神・西代 中学 3    59.90
自由形  100m 女子 決勝 吉田　芽生 神・櫨谷 中学 2  1:00.01
自由形  100m 女子 予選 片山　珠里 神・歌敷山 中学 2    58.89 大会新
自由形  200m 女子 決勝 片山　珠里 神・歌敷山 中学 2  2:07.14 大会新
自由形  200m 女子 予選 片山　珠里 神・歌敷山 中学 2  2:08.76
自由形  400m 女子 決勝 青野　鈴夏 神・鷹取 中学 1  4:33.66
自由形  800m 女子 タイム決勝 青野　鈴夏 神・鷹取 中学 1  9:28.37
平泳ぎ  100m 女子 決勝 二宮　陽凪 神・山田 中学 1  1:13.77
平泳ぎ  100m 女子 予選 二宮　陽凪 神・山田 中学 1  1:15.23
平泳ぎ  200m 女子 決勝 二宮　陽凪 神・山田 中学 1  2:36.90
平泳ぎ  200m 女子 決勝 松本　　涼 神・太田 中学 3  2:37.52
平泳ぎ  200m 女子 予選 二宮　陽凪 神・山田 中学 1  2:40.65

バタフライ  100m 女子 決勝 四ツ谷智香 神・駒ヶ林 中学 3  1:02.99
バタフライ  100m 女子 決勝 宮崎いぶき 神・多聞東 中学 2  1:03.86
バタフライ  200m 女子 決勝 森田　美友 神・葺合 中学 2  2:21.07

個人メドレー  200m 女子 決勝 宮崎　渚沙 神・井吹台 中学 1  2:26.59
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