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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
自由形 100m 男子 決勝 洲﨑　透真 神・多聞東 中学 2    55.60
自由形 100m 男子 予選 洲﨑　透真 神・多聞東 中学 2    55.72
自由形 400m 男子 決勝 加登　結翔 神・大池 中学 2  4:05.85
自由形 400m 男子 予選 加登　結翔 神・大池 中学 2  4:07.55
自由形 1500m 男子 タイム決勝 加登　結翔 神・大池 中学 2 16:09.92
平泳ぎ 100m 男子 予選 菅野　陽日 神・押部谷 中学 1  1:10.86
平泳ぎ 100m 男子 決勝 栗原　悠里 神・雲雀丘 中学 2  1:07.26
平泳ぎ 100m 男子 予選 栗原　悠里 神・雲雀丘 中学 2  1:08.48
平泳ぎ 100m 男子 決勝 渡辺　隆世 神・友が丘 中学 3  1:06.27 大会新
平泳ぎ 100m 男子 予選 渡辺　隆世 神・友が丘 中学 3  1:07.46
平泳ぎ 200m 男子 決勝 菅野　陽日 神・押部谷 中学 1  2:32.52
平泳ぎ 200m 男子 決勝 菅野　広大 神・押部谷 中学 3  2:25.10
平泳ぎ 200m 男子 決勝 渡辺　隆世 神・友が丘 中学 3  2:24.29

バタフライ 100m 男子 決勝 小池　貴之 神・高取台 中学 2    59.03
個人メドレー 200m 男子 決勝 小池　貴之 神・高取台 中学 2  2:12.32

自由形 50m 女子 決勝 吉田　芽生 神・櫨谷 中学 3    27.01 大会新
自由形 50m 女子 予選 吉田　芽生 神・櫨谷 中学 3    27.29
自由形 50m 女子 決勝 片山　珠里 神・歌敷山 中学 3    26.81 大会新
自由形 50m 女子 予選 片山　珠里 神・歌敷山 中学 3    27.05 大会新
自由形 100m 女子 決勝 黒岩　徠夏 神・伊川谷 中学 1  1:01.84
自由形 100m 女子 決勝 浅尾萌々香 神・西代 中学 2  1:00.82
自由形 100m 女子 決勝 吉田　芽生 神・櫨谷 中学 3    59.50
自由形 100m 女子 予選 吉田　芽生 神・櫨谷 中学 3  1:00.19
自由形 100m 女子 決勝 岡井　夏凜 神・鷹匠 中学 3    59.67
自由形 100m 女子 決勝 片山　珠里 神・歌敷山 中学 3    58.01 大会新
自由形 100m 女子 予選 片山　珠里 神・歌敷山 中学 3    58.67
自由形 200m 女子 決勝 田村　朱里 神・歌敷山 中学 1  2:11.29
自由形 400m 女子 決勝 田村　朱里 神・歌敷山 中学 1  4:34.90
自由形 400m 女子 予選 田村　朱里 神・歌敷山 中学 1  4:36.16
自由形 400m 女子 決勝 青野　鈴夏 神・鷹取 中学 2  4:27.49
自由形 800m 女子 タイム決勝 青野　鈴夏 神・鷹取 中学 2  9:10.75
平泳ぎ 100m 女子 決勝 二宮　陽凪 神・山田 中学 2  1:13.22 大会新
平泳ぎ 100m 女子 予選 二宮　陽凪 神・山田 中学 2  1:13.37 大会新
平泳ぎ 200m 女子 決勝 二宮　陽凪 神・山田 中学 2  2:35.06 大会新
平泳ぎ 200m 女子 予選 二宮　陽凪 神・山田 中学 2  2:38.01

バタフライ 100m 女子 決勝 宮崎いぶき 神・多聞東 中学 3  1:03.01
バタフライ 100m 女子 予選 宮崎いぶき 神・多聞東 中学 3  1:03.13
バタフライ 100m 女子 決勝 森田　美友 神・葺合 中学 3  1:03.64

個人メドレー 200m 女子 決勝 宮崎　渚沙 神・井吹台 中学 2  2:24.72
個人メドレー 400m 女子 決勝 宮崎　渚沙 神・井吹台 中学 2  5:04.48
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