
自由形 中杉　勇斗 中2 髙木　春希 中3 木原　将博 中3 廣山　凜来 中3 竹内　遼平 中2 野口　太一 中2

50m 菅生 大蔵 木屋瀬 高須 高生 菅生
26.22 26.79 26.80 26.85 26.90 26.92

自由形 中杉　勇斗 中2 野元　一真 中3 髙木　春希 中3 久保　和輝 中2 足立佳次郎 中1 竹内　遼平 中2

100m 菅生 則松 大蔵 浅川 浅川 高生
55.87 57.09 57.95 58.09 59.88 59.94

自由形 野元　一真 中3 久保　和輝 中2 岩田　優大 中3 足立佳次郎 中1 本田　勝猛 中3 長迫　将希 中3

200m 則松 浅川 大蔵 浅川 敬愛 若松
2:03.81 2:04.44 2:07.51 2:10.23 2:14.05 2:14.75

自由形 川島　彪我 中3 長迫　将希 中3 本田　勝猛 中3 前田　航佑 中1 山中　柊馬 中1 眞﨑　大和 中2

400m 中原 若松 敬愛 引野 浅川 板櫃
4:29.40 4:40.51 4:42.07 4:53.94 5:00.05 5:02.65

自由形 川島　彪我 中3 中山　涼介 中3 岩﨑　優紀 中2 大橋興太郎 中1

1500m 中原 浅川 附属小倉 上津役
17:24.41 24:01.65 26:17.78 29:13.25

背泳ぎ 廣山　凜来 中3 前田　絃希 中3 菊池　駿斗 中3 日南　諒大 中3 菅田　崇斗 中1 奥平　拓毅 中3

100m 高須 大蔵 永犬丸 高須 木屋瀬 菅生
1:08.61 1:12.81 1:13.80 1:14.28 1:15.11 1:15.38

背泳ぎ 瀬戸　航志 中1 前田　絃希 中3 菊池　駿斗 中3 菅田　崇斗 中1 日南　諒大 中3 石田　星護 中3

200m 緑丘 大蔵 永犬丸 木屋瀬 高須 菅生
2:38.46 2:39.32 2:39.33 2:40.56 2:41.49 2:44.31

平泳ぎ 岡部　眞之 中2 馬場　隼杜 中3 重田　涼佑 中3 山﨑　拓海 中3 井手　貴友 中2 大石　義規 中2

100m 霧丘 緑丘 中央 木屋瀬 足立 緑丘
1:08.32 1:08.84 1:12.84 1:13.71 1:14.18 1:14.21

平泳ぎ 馬場　隼杜 中3 岡部　眞之 中2 今西　優太 中1 山﨑　拓海 中3 岡村　康平 中2 大石　義規 中2

200m 緑丘 霧丘 沼 木屋瀬 本城 緑丘
2:28.66 2:32.00 2:37.68 2:39.77 2:46.25 2:46.28

バタフライ 戸田　夏海 中3 岩田　優大 中3 神﨑　大空 中2 安藤　裕大 中3 野口　太一 中2 坂本恭太郎 中3

100m 篠崎 大蔵 湯川 則松 菅生 霧丘
59.78 1:02.75 1:03.21 1:03.34 1:04.34 1:05.75

バタフライ 戸田　夏海 中3 神﨑　大空 中2 坂本恭太郎 中3 永野　雅崇 中2 小川　　創 中2 佐々木将仁 中2

200m 篠崎 湯川 霧丘 曽根 花尾 小倉日新館
2:16.66 2:20.16 2:29.76 2:32.90 2:41.22 2:47.11

個人メドレー 上田　大樹 中3 町田　宙己 中3 戸島　大貴 中2 安藤　裕大 中3 梶原　将吾 中2 菊池　翔太 中3

200m 菅生 守恒 永犬丸 則松 向洋 永犬丸
2:18.33 2:23.78 2:26.68 2:27.05 2:29.99 2:31.39

個人メドレー 上田　大樹 中3 杉永　　滝 中3 河村　雄大 中1 橋本　　翼 中2 藤岡　知紘 中3 山平　隆斗 中1

400m 菅生 篠崎 大蔵 花尾 浅川 浅川
4:58.58 5:32.41 5:43.82 5:58.77 6:29.05 6:41.11

リレー 則松 中 大蔵 中 浅川 中 木屋瀬 中 篠崎 中 永犬丸 中
400m 藤田　瀬那 中3 前田　絃希 中3 足立佳次郎 中1 上村　将太 中2 杉永　　滝 中3 菊池　翔太 中3

末原　拓篤 中3 岩田　優大 中3 三苫　竜也 中3 山﨑　拓海 中3 神　拓玖実 中3 菊池　駿斗 中3

安藤　裕大 中3 豊福　遼哉 中3 山中　柊馬 中1 菅田　崇斗 中1 植田　泰成 中2 橋口　拓実 中1

野元　一真 中3 髙木　春希 中3 久保　和輝 中2 木原　将博 中3 戸田　夏海 中3 戸島　大貴 中2

3:57.48 3:58.36 4:06.74 4:14.34 4:25.19 4:30.36
メドレーリレー 則松 中 大蔵 中 浅川 中 木屋瀬 中 菅生 中 永犬丸 中
400m 藤田　瀬那 中3 前田　絃希 中3 村上　元太 中3 菅田　崇斗 中1 石田　星護 中3 菊池　駿斗 中3

末原　拓篤 中3 河村　雄大 中1 三苫　竜也 中3 山﨑　拓海 中3 橋本　秋哉 中3 菊池　翔太 中3

安藤　裕大 中3 岩田　優大 中3 足立佳次郎 中1 上村　将太 中2 野口　太一 中2 戸島　大貴 中2

野元　一真 中3 髙木　春希 中3 久保　和輝 中2 木原　将博 中3 奥平　拓毅 中3 橋口　拓実 中1

4:34.78 4:35.59 4:45.91 4:48.29 4:55.49 4:56.90

大蔵 ９３ 浅川 ８１ 則松 ７１ 菅生 ６５ 木屋瀬 ５７ 永犬丸 ４５
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