
第39回ＪＳＣＡブロック対抗水泳競技大会IN秋田
秋田県立総合プール(50m)
2018年10月7日(日)～10月8日(月)

No.1 女子 11～12歳 50m 自由形 予選 12 山本　海利 四国 小6 27.66
11～12歳 　コナミ高知

1 濵野　美海 近畿 中1 28.03 13 香川　凜人 北陸 中1 27.67
　MGﾄﾞﾙﾌｨﾝ 　アピア富山

2 渡辺　真央 東海 小6 28.31 14 平林　侑島 近畿 小6 27.83
　Ｖトピア一宮 　アリタＳＣ

3 澤﨑　舞衣 関東 小6 28.40 15 吉田　　翔 東北 小6 27.98
　ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 　ＪＳＳ南光台

3 米田　愛菜 東海 小6 28.40 16 松浦倫太郎 北海道 中1 29.10
　みなとＳＳ 　テーオーＳＣ

5 本間　彩桜 信越 小6 28.52 17 佐々木瑞翔 北海道 小6 29.56
　アクシー巻 　ＪＳＳ清田

6 大木陽向多 北海道 中1 28.53
　滝川ＭＳＣ No.3 女子 13～14歳 50m 自由形 予選

7 大上詩央里 北陸 中1 28.63 13～14歳
　ＹＢＧ 1 梅木　陽向 近畿 中2 27.12

8 大林　妃亜 四国 中1 28.78 　大東SS
　坂出伊藤ＳＳ 2 吉井萌萌花 近畿 中2 27.24

9 中西　美優 四国 小6 28.85 　ＫＳＣ千里
　ジャパン高松 3 山田　茅帆 東海 中2 27.72

10 南　　緩菜 近畿 中1 28.88 　ＢＩＧ棒屋
　マコトSC泉南 4 鈴木　月渚 東海 中1 27.74

11 角谷　羽菜 北陸 中1 29.09 　東部ＳＳ
　能美ＳＣ 5 下田　彩葉 中国 中2 27.78

12 森崎安加里 東北 小6 29.19 　ＪＳＳ大州
　セントラル泉 6 髙田　深晴 九州 中1 27.97

13 佐藤　　苺 北海道 小6 29.64 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住
　ＪＳＳ清田 7 三久　翠子 四国 中2 27.98

14 小野寺胡桃 東北 小6 30.08 　ＯＫＳＳ
　ＪＳＳ青山 8 戎　　真花 四国 中1 27.99

15 岩永　愛加 関東 中1 30.40 　コミュニティ
　Nagatsuta.SC 9 山﨑　千瑶 関東 中3 28.00

16 髙橋　雪葵 中国 小6 30.62 　藤村ＳＳ
　オーバル玉野 10 有村　咲希 九州 中3 28.01

17 岩間　優璃 中国 中1 31.72 　Nb
　倉吉Ｓ 11 藤田　彩花 北海道 中3 28.08

　JF音更
No.2 男子 11～12歳 50m 自由形 予選 12 濵元玖瑠海 北陸 中2 28.18
11～12歳 　氷見ＳＣ

1 増田　莉蔵 東海 中1 26.45 13 清水　麗愛 信越 中1 28.23
　浜名湖ＳＳ 　ＡＦＡＳ伊那

2 松居　颯真 北陸 小6 26.66 14 吉田　春月 北海道 中1 28.68
　ナントＳＣ 　スコーレ千歳

3 尾関　啓太 東海 中1 26.76 15 吉江　桃香 北陸 中2 28.70
　ＪＳＳ比良 　ナントＳＣ

4 加藤　吉浩 信越 中1 26.87 16 原子　奈優 東北 中2 28.83
　ダッシュ新津 　ヤクルト東

5 竹内　聖人 中国 中1 27.09 17 成田　　悠 東北 中2 28.97
　オーバル総社 　ヤクルト東

6 鈴木　湊人 東北 中1 27.11 煙草谷さくら 中国 中1 棄権
　ピュア大和 　周南ＳＣ

7 堀内　　光 信越 小6 27.20
　アクシー亀田 No.4 男子 13～14歳 50m 自由形 予選

8 森田　鉄平 四国 中1 27.36 13～14歳
　ＷＡＭＳＴ 1 大日向海斗 北海道 中3 24.57

9 有本凜迦一 近畿 小6 27.42 　稚内ＳＣ
　アリタＳＣ 2 稲澤　駿斗 北陸 中2 25.15

10 宮元　　悟 九州 中1 27.53 　おおいアクア
　エルグＳＳ 3 山本　麻尋 北海道 中3 25.16

11 高岡　晃大 中国 中1 27.55 　ＪＳＳ登別
　周南ＳＣ 4 袴田　琉勢 東海 中3 25.21

　浜名湖ＳＳ
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5 西川　知希 関東 中2 25.30 16 塩澤　穂香 中国 高3 28.95
　カワサキＳＣ 　倉吉Ｓ

6 長畑　九龍 近畿 中2 25.45 17 平林　優花 中国 高2 29.67
　ＨＯＳ小阪 　ＰＡＪＡ

7 續　　竜成 近畿 中2 25.55 18 寺本　　結 北海道 高1 29.72
　TX東住吉 　函館サンＳＣ

8 上杉　了以 中国 中1 25.68
　ＪＳＳ米子 No.6 男子 15～18歳 50m 自由形 予選

9 北村　昂大 四国 中1 25.69 15～18歳
　サンダーＳＳ 1 末永　亨馬 関東 高3 23.97

10 篠﨑　　翔 四国 中2 25.75 　NECGSC溝の口
　Ryuow 2 髙須賀　隼 近畿 高3 24.10

11 千々松琉之介 中国 中3 25.77 　塚口ＳＳ
　ＯＳＫ岡山 2 小島健太郎 四国 高3 24.10

12 桐木　悠翔 北陸 中3 25.86 　ハッピー阿南
　AIM21 4 前野　志門 北海道 高3 24.13

13 髙清水清央 東北 中3 25.98 　滝川ＭＳＣ
　大館ＳＳ 4 才藤　恭平 北陸 高3 24.13

14 齋藤　利明 信越 中2 26.04 　富山ＳＣ
　アクシー東 6 別所　　輝 東海 高2 24.14

15 内野　　隼 関東 中1 26.08 　あすなろＳＳ
　ｻｷﾞﾇﾏSCM 7 村田　勇輝 近畿 高3 24.18

16 中村　夢多 信越 中2 26.16 　マコトSC和泉
　ＢＭＳ小諸 8 関澤　京吾 関東 高3 24.23

17 四戸　玲士 東海 中1 26.44 　NECGSC溝の口
　岐阜ＳＣ 9 鈴木　基心 信越 高1 24.25

18 佐々木大弥 東北 中1 29.09 　上越正和ＳＳ
　青森ヤクルト 10 北木　義仁 東海 高3 24.29

　東部ＳＳ
No.5 女子 15～18歳 50m 自由形 予選 11 近江ハリー 信越 高2 24.41
15～18歳 　大町ＳＳ

1 武中香奈枝 近畿 高2 26.69 12 和田　廉央 九州 高3 24.59
　ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 　志布志ＤＣ

2 菅原　千博 四国 高2 26.97 13 熊谷　栞汰 東北 高3 24.82
　アズサ松山 　ＪＳＳ盛岡

3 戸田　菜月 東海 高1 27.00 14 江原　祐太 東北 高3 24.87
　ＢＩＧ加木屋 　セントラル泉

4 篠原　明美 北陸 高3 27.01 15 竹内　稜翔 四国 中3 24.98
　富山SC東富山 　ｴﾘｴｰﾙSRT

5 木村　優香 東北 高2 27.20 16 矢野　鉄平 九州 高1 25.11
　アシスト 　西日本宮崎

5 今牧まりあ 信越 高2 27.20 17 佐藤　貴道 中国 高1 25.25
　ＩＳＣ飯田 　ＳＴＹ・ＳＣ

7 土井　香凜 東海 高2 27.26 18 松川　晟士 中国 高1 25.39
　ＢＯＸ豊川 　ＪＳＳ広島

8 千葉すみれ 東北 高3 27.36 19 富田　海斗 北海道 高3 25.80
　ＳＡ一関 　ＪＳＳ登別

9 山本くるみ 関東 高1 27.39 小田原康祐 北陸 高2 棄権
　NECGSC溝の口 　金沢SC三十苅

10 井山　美鈴 北陸 高3 27.57
　高岡ＳＣ No.7 女子 11～12歳 50m バタフライ 予選

11 國友　芙緒 近畿 高3 27.62 11～12歳
　ｻﾝｹｲST 1 清水　花峰 信越 小6 29.15

12 時松　桃花 九州 高2 27.81 　長野DS中央
　BIG宮崎 2 平井　瑞希 東海 小6 29.25

13 岩間　薫乃 四国 高3 27.84 　コパン鳴海
　南海ＤＣ 3 村山　裕香 近畿 中1 29.57

14 中川湖乃美 北海道 高1 28.20 　ＪＳＳガボ
　JF帯広 4 高木　　愛 東海 中1 29.59

15 岡田　　慶 九州 高3 28.53 　ウィル大口
　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ香椎 5 渡辺　　杜 東北 小6 29.97

　セントラル泉
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6 合葉　愛美 近畿 中1 30.17 3 有元　優菜 九州 小6 34.55
　NSI御影 　メルヘン川内

7 川村妃奈乃 九州 中1 30.22 4 岡元　羽海 近畿 小6 34.66
　メルヘン鹿屋 　ＪＳＳりもね

8 中城　心月 関東 中1 30.24 5 山下　冬華 東海 中1 35.39
　NECGSC溝の口 　桑名水泳ｸﾗﾌﾞ

9 大上詩央里 北陸 中1 30.26 6 高島　奈々 東海 中1 35.42
　ＹＢＧ 　コナミ蒲郡

10 中嶋　　碧 北陸 小5 30.32 7 水上　瑠理 信越 中1 35.70
　ナントＳＣ 　JSSジャンボ

11 橋田　実和 四国 小6 30.42 8 高野　朱理 北陸 小6 35.73
　ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 　ＪＳＳ高岡

12 水上　瑠理 信越 中1 30.74 9 小山　風香 信越 小6 36.11
　JSSジャンボ 　ＳＡ柏崎

13 菅原　向葵 東北 小6 31.08 10 岩間　優璃 中国 中1 36.31
　ＪＳＳ盛岡 　倉吉Ｓ

14 森川　莉早 四国 中1 31.15 11 岩永　愛加 関東 中1 36.77
　ジャパン高松 　Nagatsuta.SC

15 出雲さくら 北海道 中1 32.37 12 堀　　　葵 北海道 小6 36.84
　スコーレ千歳 　スコーレ苫小

13 小笠原佳穂 東北 小6 36.94
No.8 男子 11～12歳 50m バタフライ 予選 　ヤクルト東
11～12歳 14 山寺　希実 北陸 小6 36.96

1 松井　理宇 九州 中1 27.92 　金沢ＳＣ西泉
　西日本宮崎 15 中村　璃音 東北 中1 37.30

2 鈴木　湊人 東北 中1 28.05 　ＪＳＳ北上
　ピュア大和 16 土井菜々恵 四国 中1 37.31

3 中澤　飛翔 信越 中1 28.54 　坂出伊藤ＳＳ
　ナガデン長野 17 山本　咲幸 北海道 小6 37.58

3 西尾亮太朗 東海 中1 28.54 　ＪＳＳ登別
　名鉄ＳＳ半田

5 加藤　吉浩 信越 中1 28.84 No.10 男子 11～12歳 50m 平泳ぎ 予選
　ダッシュ新津 11～12歳

6 浅原　大輝 近畿 中1 29.08 1 中田秀次郎 北陸 中1 31.15 ･大会新
　JSS高槻中央 　富山ＳＣ

7 福家　優陸 近畿 中1 29.55 2 尾関　啓太 東海 中1 32.48
　Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ 　ＪＳＳ比良

8 赤平　竜郷 東北 小6 29.86 3 上原　佳悟 四国 中1 32.78
　ヤクルト東 　ＷＡＭＳＴ

9 高岡　晃大 中国 中1 30.02 4 増田　莉蔵 東海 中1 32.96
　周南ＳＣ 　浜名湖ＳＳ

10 山本　海利 四国 小6 30.04 5 相﨑　隆成 信越 中1 32.99
　コナミ高知 　ＪＳＳ長岡

11 土方　遥斗 東海 小6 30.14 6 松浦　泰之 信越 中1 33.79
　平針ＳＳ 　アクシー巻

12 鎌田望琥人 北陸 小6 30.18 7 木戸　啓達 北海道 中1 33.82
　高岡ＳＣ 　小樽ＳＦ

13 松中　康浩 四国 小6 30.31 8 伊藤　大智 東北 小6 33.84
　坂出伊藤ＳＳ 　秋田ＡＣ

14 音　　晴哉 北陸 中1 30.52 9 中郡　建信 近畿 中1 33.86
　ｿﾗｰﾚ東洋 　Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ

15 西小野泰志 九州 小6 30.69 10 鎌田望琥人 北陸 小6 33.95
　メルヘン鹿屋 　高岡ＳＣ

16 金子竜之助 北海道 小6 30.91 11 中村虎太郎 九州 中1 34.00
　スコーレ苫小 　WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ

12 戸谷　柊太 近畿 小6 34.83
No.9 女子 11～12歳 50m 平泳ぎ 予選 　ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ彩の台
11～12歳 13 山下　真翔 東北 小6 34.99

1 吉本　早希 近畿 中1 34.37 　アシスト
　ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ彩の台

2 佐藤　琴美 関東 小5 34.46
　のぼりとＳＣ
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No.11 女子 11～12歳 50m 背泳ぎ 予選 14 林　　叶華 四国 中2 4:50.69
11～12歳 　伊藤ＳＳ

1 小西　　新 九州 小6 30.75 煙草谷さくら 中国 中1 棄権
　ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ 　周南ＳＣ

2 芝　　怜菜 四国 小6 31.59
　五百木ＳＣ No.13 男子 13～14歳 400m 自由形 Ｔ決勝

3 上野　杏奈 近畿 中1 31.89 13～14歳
　コナミ八幡 1 加藤　晃成 東海 中3 3:58.57 ･大会新

4 阿部りり香 東海 小6 31.93 　豊橋ＳＳ
　とこはＳＳ 2 高木　　陸 近畿 中2 4:01.67 ･大会新

5 加藤　紗菜 東海 中1 32.05 　ＫＴＶ豊中
　コナミ杁中 3 林　　大輝 近畿 中3 4:02.34 ･大会新

6 赤穂　季奈 近畿 中1 32.17 　枚方ＳＳ
　ｾﾝﾄﾗﾙみなと 4 永岡　　祥 九州 中3 4:07.70

7 津端　　舞 信越 小6 32.52 　コナミ徳力
　ダッシュ三条 5 木村 修梧 東北 中3 4:08.23

8 森崎安加里 東北 小6 32.56 　ＳＡ五所川原
　セントラル泉 6 宮中　元輝 四国 中3 4:11.84

9 大高千代子 四国 小6 32.92 　リー保内
　サンダーＳＳ 7 碓井　創太 北陸 中2 4:11.85

10 山本　咲幸 北海道 小6 33.13 　滑川ＳＣ
　ＪＳＳ登別 8 伊藤　銀士 東海 中2 4:14.32

11 安田　莉子 北陸 中1 33.58 　津田大山田
　新田塚SS福井 9 三宅　琉暉 中国 中2 4:14.53

12 髙橋　雪葵 中国 小6 33.59 　オーバル総社
　オーバル玉野 10 幸津　　成 四国 中3 4:14.82

13 渡邉穂奈未 北海道 中1 33.66 　ＯＫＳＳ
　スコーレ千歳 11 増田　　陽 信越 中2 4:15.18

14 小林　優香 北陸 小6 33.81 　長野DS中央
　新田塚SS大野 12 庄司　洸雅 東北 中3 4:21.23

15 浅利　夕蘭 東北 中1 34.65 　セントラル泉
　ヤクルト弘前 13 小林　勇斗 北陸 中3 4:21.45

　金沢ＳＣ西泉
No.12 女子 13～14歳 400m 自由形 Ｔ決勝 14 上田　悠友 北海道 中1 4:24.46
13～14歳 　スコーレ千歳

1 梶本　一花 近畿 中3 4:26.26 15 伊藤　巧太 信越 中3 4:28.48
　枚方ＳＳ 　アクシー中央

2 中嶌　楓花 近畿 中2 4:26.69 16 及川　　颯 北海道 中2 4:32.75
　ＮＳＩ 　ＪＳＳ清田

3 小坂あかり 関東 中3 4:29.54
　ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 No.14 女子 15～18歳 400m 自由形 Ｔ決勝

4 佐藤　　愛 信越 中3 4:29.91 15～18歳
　アクシー亀田 1 難波　実夢 近畿 高1 4:15.86

5 梅沢　星奈 北陸 中2 4:30.50 　MGニッシン
　アピア富山 2 仮屋　美邑 九州 高3 4:19.91

6 清水　結菜 東海 中3 4:31.13 　Nb
　大垣北ＳＳ 3 中島千咲代 東北 高2 4:21.57

7 平野　佐季 北陸 中2 4:32.49 　ＪＳＳ盛岡
　ナントＳＣ 4 笠原　瑠南 近畿 高3 4:23.73

8 倉知かのん 東海 中1 4:33.94 　枚方ＳＳ
　東邦ＳＣ 5 竹田　彩乃 信越 高1 4:24.51

9 折笠　衣純 東北 中2 4:36.36 　ＳＡ柏崎
　ユースポーツ 6 今井　美祈 東海 高3 4:25.15

10 吉田　春月 北海道 中1 4:41.01 　ＢＯＸ豊川
　スコーレ千歳 7 猪股萌々花 東海 高1 4:25.19

11 水田　恵那 四国 中1 4:47.08 　袋井ＳＣ
　サンダーＳＳ 8 清水　奈月 北陸 高2 4:30.63

12 泉　　華子 東北 中1 4:48.13 　富山SC東富山
　ｻﾝﾌﾙﾄSC 9 大塲　妃優 東北 高3 4:30.70

13 三浦　萌依 北海道 中3 4:49.03 　酒田水泳教室
　JF音更 10 森　　　慈 中国 高1 4:31.45

　ＪＳＳ米子
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11 伊丹　千晴 四国 高2 4:32.99 4 小林　優香 北陸 2:01.79
　サンダーＳＳ 中田秀次郎 　北陸

12 蝦名　愛梨 北海道 高2 4:33.06 大上詩央里
　十勝ＳＣ 香川　凜人

13 山寺　舞果 北陸 中3 4:33.15 5 森崎安加里 東北 2:02.69
　金沢ＳＣ西泉 伊藤　大智 　東北

14 青木　梨奈 北海道 高1 4:34.37 鈴木　湊人
　JF帯広 渡辺　　杜

15 湯浅　詩音 四国 高2 4:38.92 6 芝　　怜菜 四国 2:02.94
　ハッピー阿南 上原　佳悟 　四国

山本　海利
No.15 男子 15～18歳 400m 自由形 Ｔ決勝 中西　美優
15～18歳 7 髙橋　悠斗 近畿 2:03.21

1 秦　隆太朗 近畿 高3 4:00.02 吉本　早希 　近畿
　初芝ＳＳ 福家　優陸

2 笠島　大雅 東海 高3 4:00.50 濵野　美海
　ＫＬ春日井 8 髙橋　雪葵 中国 2:04.85

3 佐々木龍希 東海 高3 4:02.00 岩間　優璃 　中国
　RSCｴﾑﾃｯｸ 高岡　晃大

4 井ノ上昭輝 近畿 高2 4:02.29 竹内　聖人
　コナミ西宮 9 山本　咲幸 北海道 2:06.57

5 田渕　海斗 関東 高1 4:07.55 木戸　啓達 　北海道
　NECGSC溝の口 金子竜之助

6 松村　幸哉 北陸 高2 4:07.75 佐藤　　苺
　金沢ＳＣ西泉

7 渡辺　　柊 信越 高1 4:07.89 No.17 混合 13～14歳 4×50m メドレーリレー Ｔ決勝
　ダッシュ三条 13～14歳

8 山﨑　太陽 四国 高1 4:08.11 1 芳村　りこ 東海 1:53.64
　コミュニティ 成瀬　叶来 　東海

9 伊藤　康太 東北 中3 4:11.83 大塚　華蓮
　ヤマザワ 加藤　晃成

10 杉井　郁哉 中国 高2 4:12.10 2 杉山菜々美 近畿 1:54.77
　ＯＳＫ岡山 丸山　碧斗 　近畿

11 中原　樹人 東北 高3 4:12.62 山田　啓史
　秋田ＡＣ大曲 梅木　陽向

12 大西航志郎 四国 中3 4:17.08 3 芝　　咲菜 四国 1:55.51
　ハッピー阿南 川人　玲温 　四国

13 中園　剛志 九州 高1 4:19.61 大加田　凌
　Nb 戎　　真花

14 吉村　建人 北海道 高1 4:32.23 4 殿村慎之輔 北陸 1:56.03
　スコーレ旭川 朝比奈倫寛 　北陸

15 岡崎　太一 北海道 中3 4:35.31 濵元玖瑠海
　スコーレ旭川 吉江　桃香

鈴　裕一郎 北陸 高1 棄権 5 寺川琉之介 九州 1:56.52
　能美ＳＣ 永江　祥也 　九州

高橋ハナコ
No.16 混合 11～12歳 4×50m メドレーリレー Ｔ決勝 髙田　深晴
11～12歳 6 神尾　至輝 関東 1:56.66

1 加藤　紗菜 東海 1:59.12 安岡　　華 　関東
尾関　啓太 　東海 三井 愛梨
平井　瑞希 西川　知希
増田　莉蔵 7 佐藤　　鼓 中国 1:56.83

2 津端　　舞 信越 2:00.48 三澤　直也 　中国
松浦　泰之 　信越 上杉　了以
清水　花峰 下田　彩葉
加藤　吉浩 8 李　　慧京 信越 1:57.19

3 小西　　新 九州 2:00.84 坂爪　　晴 　信越
有元　優菜 　九州 羽生　朝喜
松井　理宇 齋藤　利明
宮元　　悟
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9 藤田　彩花 北海道 1:57.28 5 宮嶋ほまれ 九州 中1 2:27.15
大日向海斗 　北海道 　福岡ＳＣ
辻　　圭音 6 大林　妃亜 四国 中1 2:27.32
山本　麻尋 　坂出伊藤ＳＳ

10 髙内　愛斗 東北 1:57.53 7 米田　愛菜 東海 小6 2:29.20
福岡　　碧 　東北 　みなとＳＳ
渡辺　　杏 8 山本　礼羅 四国 中1 2:32.25
木村 修梧 　みかづきＳＳ

9 小笠原佳穂 東北 小6 2:32.60
No.18 混合 15～18歳 4×50m メドレーリレー Ｔ決勝 　ヤクルト東
15～18歳 10 近藤カエラ 東北 小6 2:34.45

1 長野　　巧 関東 1:49.61 　秋田ＡＣ
猪狩　彩奈 　関東 11 出雲さくら 北海道 中1 2:35.13
山本くるみ 　スコーレ千歳
末永　亨馬 12 東　きらり 北陸 中1 2:35.75

2 秀野　由光 四国 1:50.25 　AIM21
小島健太郎 　四国 中嶋　　碧 北陸 小5 失格
菅原　千博 　ナントＳＣ
竹内　稜翔

3 瀬﨑　勇宇 東海 1:50.28 No.20 男子 11～12歳 200m 個人メドレー Ｔ決勝
釜田　起来 　東海 11～12歳
戸田　菜月 1 小池　貴之 近畿 中1 2:15.94
土井　香凜 　ﾙﾈｻﾝｽ神戸

4 渡会　円香 近畿 1:50.58 2 西尾亮太朗 東海 中1 2:17.81
森　　圭佑 　近畿 　名鉄ＳＳ半田
團　　頌太 3 山口　哩駈 近畿 中1 2:19.76
難波　実夢 　ｱｲﾗﾝﾄﾞ駒川

5 佐藤　　柊 信越 1:51.31 4 西川　我咲 東海 小6 2:22.10
近江ハリー 　信越 　ＫＬ春日井
矢澤　祥太 5 鈴木　大斗 東北 小6 2:22.93
今牧まりあ 　秋田ＡＣ

6 土本　夕愛 北陸 1:52.68 6 香川　凜人 北陸 中1 2:23.73
伊藤　祥星 　北陸 　アピア富山
篠原　明美 7 相﨑　隆成 信越 中1 2:24.04
才藤　恭平 　ＪＳＳ長岡

7 青塚　美澪 東北 1:53.37 8 中村　匠吉 東北 中1 2:24.15
伊藤　駿介 　東北 　ユースポーツ
江原　祐太 9 市丸　愛翔 九州 小6 2:28.29
千葉すみれ 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島

8 前野　志門 北海道 1:53.61 10 砂田　昇哩 北陸 中1 2:32.07
山下　俊哉 　北海道 　ＳＡ松任
佐賀野千穂 11 松井　脩真 北海道 中1 2:33.80
ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ 　スコーレ千歳

9 早﨑　遼真 九州 1:54.35
児島龍之真 　九州 No.21 女子 13～14歳 200m 背泳ぎ Ｔ決勝
岡田　　慶 13～14歳
渡辺　三空 1 芝　　咲菜 四国 中2 2:18.09

10 西田　拓郎 中国 1:57.10 　五百木ＳＣ
田中　万葉 　中国 2 森田　奈々 関東 中1 2:20.78
枡井　　萌 　Ａ＆Ａ西東京
森　　　慈 2 中島　芽郁 東海 中1 2:20.78

　ﾙﾈｻﾝｽ沼津
No.19 女子 11～12歳 200m 個人メドレー Ｔ決勝 4 佐藤　　鼓 中国 中3 2:21.09
11～12歳 　プリオール

1 安達　真美 近畿 中1 2:20.55 ･大会新 5 山本けいと 関東 中2 2:21.55
　ＹＵＲＩＳＳ 　NECGSC溝の口

2 中村みなみ 関東 中1 2:22.79 6 西柳　　凜 九州 中2 2:22.80
　神奈中ＳＳ 　ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ

3 沖　　苺花 東海 中1 2:25.14 7 弘中　花音 中国 中1 2:22.93
　名鉄ＳＳ岩倉 　周南ＳＣ

4 阿部　　悠 近畿 中1 2:26.30 8 杉山菜々美 近畿 中2 2:24.39
　Aqスポレスト 　ＪＳＳ八尾
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9 藤田　彩花 北海道 中3 2:25.14 9 佐賀野千穂 北海道 高3 2:23.44
　JF音更 　函館サンＳＣ

10 日極るりか 東海 中2 2:25.25 10 沢田　海音 東北 高2 2:23.65
　ＭＹＳ名学院 　秋田ＡＣ

11 村田　萌生 東北 中1 2:25.34 11 佐藤　　柊 信越 高2 2:24.17
　ＪＳＳ青山 　ＩＳＣ飯田

12 河村　愛美 北陸 中3 2:26.43 12 枡井　　萌 中国 高1 2:27.12
　ＪＳＳ粟崎 　ダイクレＳＣ

13 武田とぼり 近畿 中2 2:28.26 13 越智　夏織 北陸 中3 2:27.23
　京都踏水会 　アピア富山

14 種　　詩葉 北陸 中3 2:29.26 14 宮下　夏音 北海道 中3 2:32.56
　アピア富山 　根室ＳＣ

15 村上　結莉 東北 中2 2:29.75
　ＪＳＳ青山 No.24 男子 15～18歳 200m 背泳ぎ Ｔ決勝

15～18歳
No.22 男子 13～14歳 200m 背泳ぎ Ｔ決勝 1 西小野皓大 九州 中3 2:03.89
13～14歳 　メルヘン鹿屋

1 村上　汰晟 近畿 中3 2:09.49 2 平野　洋康 北陸 高1 2:05.12
　ＮＳＩ 　ナントＳＣ

2 前田　駿太 近畿 中3 2:09.54 3 森　　海斗 北陸 高3 2:06.22
　ﾙﾈｻﾝｽ神戸 　ＳＡ松任

3 廣橋　諒人 東海 中3 2:09.61 4 山元　悠叶 近畿 高3 2:06.39
　浜名湖ＳＳ 　ｾﾝﾄﾗﾙ太秦

4 長友　琉生 九州 中2 2:10.03 5 中原　樹人 東北 高3 2:06.63
　西日本宮崎 　秋田ＡＣ大曲

5 髙内　愛斗 東北 中3 2:11.77 6 上坂　侑輝 東海 高1 2:07.18
　ヤマザワ 　東部ＳＳ

6 仮屋　陽貴 中国 中2 2:12.53 7 西田　拓郎 中国 高2 2:08.25
　オーバル総社 　蔵王ＳＳ

7 三木　航平 東海 中2 2:13.15 8 辻山　歩夢 東北 高2 2:08.73
　深谷ＳＣ浜松 　ＳＡ一関

8 高井　紅弥 北陸 中3 2:13.58 9 早坂　　亮 信越 高2 2:11.07
　富山ＳＣ 　ダッシュ新津

9 吉田修一朗 東北 中2 2:15.17 10 三原　一真 四国 高2 2:11.77
　ＪＳＳ盛岡 　ジャパン高松

10 髙木　理夢 四国 中2 2:16.91 11 阿部　陽平 四国 高1 2:11.88
　ＯＫ藍住 　ＯＫＳＳ

11 中田　青空 北陸 中2 2:17.67 12 瀬﨑　勇宇 東海 高3 2:12.11
　富山ＳＣ 　名古屋ＳＣ

12 藤原　優斗 四国 中2 2:17.75 13 辻野　優輝 近畿 高1 2:12.29
　ｴﾘｴｰﾙSRT 　ｾﾝﾄﾗﾙみなと

13 山元　康生 北海道 中2 2:29.00 14 長野　　巧 関東 高3 2:14.13
　ＪＳＳ岩見沢 　NECGSC玉川

15 木村佳寿帆 信越 高2 2:21.64
No.23 女子 15～18歳 200m 背泳ぎ Ｔ決勝 　ＡＦＡＳ伊那
15～18歳 16 大條　航平 北海道 中3 2:22.93

1 桑村　七海 四国 高2 2:14.72 　スコーレ旭川
　五百木ＳＣ

2 秀野　由光 四国 高2 2:16.00 No.25 女子 13～14歳 200m 平泳ぎ Ｔ決勝
　五百木ＳＣ 13～14歳

3 伊藤亜香利 東海 中3 2:16.91 1 曽我部菜々 近畿 中2 2:30.98
　浜名湖ＳＳ 　枚方ＳＳ

4 井上　結貴 九州 高2 2:17.81 2 石渡　　遥 東海 中2 2:31.10
　ﾋﾞｰﾄ北九州 　名古屋ＳＣ

5 渡会　円香 近畿 高1 2:18.82 3 安岡　　華 関東 中3 2:35.98
　京都踏水会 　新代田ＳＳ

6 桐山　佳穂 東海 高1 2:18.97 4 酒井　郁帆 東海 中2 2:38.25
　マコトSC浜松 　平針ＳＳ

7 青塚　美澪 東北 高2 2:20.28 5 辻山　小珀 東北 中2 2:38.33
　ユースポーツ 　ＳＡ一関

8 土本　夕愛 北陸 高1 2:22.15 6 松本　悠里 近畿 中1 2:40.09
　金井学園ＳＣ 　コナミ西宮
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7 吉岡　美和 北陸 中2 2:41.39 1 平林　優花 中国 高2 2:31.67
　富山SC東富山 　ＰＡＪＡ

8 佐藤　紫苑 信越 中3 2:41.51 2 安藤　綾美 東海 高3 2:34.30
　ＩＳＣ飯田 　Ｖトピア一宮

9 福岡　　碧 東北 中2 2:42.15 3 川縁　　茜 北陸 中3 2:35.36
　青森ヤクルト 　富山ＳＣ

10 真鍋　志穂 九州 中3 2:43.05 4 岡田　侑奈 近畿 高2 2:35.45
　飯塚ＳＳ 　コナミ三田

11 大井　希莉 四国 中2 2:43.06 5 松木　琴美 四国 高2 2:36.08
　ジャパン高松 　ZEYO-ST

12 坂爪　　晴 信越 中1 2:44.81 6 水野結由那 東海 高1 2:36.26
　アクシー東 　浜名湖ＳＳ

13 西ノ内春々 四国 中2 2:45.33 7 山田　　彩 東北 高2 2:37.67
　ZEYO-ST 　青森ヤクルト

14 時岡　佑里 北陸 中3 2:46.59 8 山﨑　美羽 九州 高3 2:39.58
　ＫＴＰつるが 　原田学園ＳＳ

15 菊地　由恵 北海道 中1 2:53.06 9 兵頭　里美 四国 高2 2:39.83
　テーオーＳＣ 　フィッタ松山

10 井上　知奈 北海道 高2 2:40.14
No.26 男子 13～14歳 200m 平泳ぎ Ｔ決勝 　テーオーＳＣ
13～14歳 11 赤間　明希 東北 高2 2:40.84

1 川人　玲温 四国 中2 2:20.22 　秋田ＡＣ
　ＯＫＳＳ 12 加納　莉帆 関東 高1 2:41.06

2 成瀬　叶来 東海 中3 2:20.62 　NECGSC溝の口
　岡崎竜城ＳＣ 13 宮本　優海 近畿 高1 2:41.13

3 石原　　竜 東海 中2 2:21.81 　京都踏水会
　コナミ杁中 14 谷口　文菜 信越 高1 2:43.42

4 小峯　輝羅 近畿 中2 2:23.49 　ＡＦＡＳ伊那
　ＳＵＮ網干 15 猪狩　彩奈 関東 中3 2:45.15

5 三澤　直也 中国 中2 2:23.57 　NECGSC溝の口
　ＳＦ鳥取

6 丸山　碧斗 近畿 中2 2:23.61 No.28 男子 15～18歳 200m 平泳ぎ Ｔ決勝
　NSI Taiken 15～18歳

7 伊須　新太 四国 中3 2:23.75 1 吉田 拓斗 九州 高2 2:16.38
　南海ＤＣ 　フィットピア

8 大日向海斗 北海道 中3 2:24.50 2 樫根滉太郎 近畿 高3 2:16.49
　稚内ＳＣ 　ＨＯＳ小阪

9 大塚　　心 関東 中1 2:25.93 3 幸田　太一 四国 高2 2:17.64
　神奈中ＳＳ 　ＯＫ藍住

10 永江　祥也 九州 中3 2:26.74 4 榎田　大己 九州 高2 2:18.09
　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ新宮 　Nb

11 林崎　　隼 東北 中2 2:29.65 5 森　　圭佑 近畿 高3 2:18.39
　ヤクルト八戸 　京都踏水会

12 関　　悠弥 北陸 中2 2:30.07 6 小泉　龍馬 関東 高1 2:18.93
　高岡ＳＣ 　田園SS

13 清野　嗣人 東北 中2 2:30.10 7 田中　万葉 中国 高3 2:19.79
　酒田水泳教室 　ダイクレＳＣ

14 室井　海人 北陸 中2 2:31.91 8 井上　　颯 東海 中3 2:20.88
　アピア富山 　エスポ

15 増井　遼大 信越 中3 2:36.96 9 永井　翔太 東海 高2 2:21.13
　ダッシュ三条 　ＪＳＳ中川

16 面出　晟生 北海道 中2 2:38.90 10 遠藤　　空 信越 高1 2:21.74
　ＪＳＳ清田 　ＩＳＣウェル

11 山下　　諒 東北 高3 2:21.80
No.27 女子 15～18歳 200m 平泳ぎ Ｔ決勝 　ヤクルト八戸
15～18歳 12 山下　俊哉 北海道 高2 2:23.44

1 平林　優花 中国 高2 2:31.67 　ＪＳＳ岩見沢
　ＰＡＪＡ 13 窪田　　聖 北陸 高3 2:24.58

2 安藤　綾美 東海 高3 2:34.30 　金沢ＳＣ西泉
　Ｖトピア一宮 14 伊藤　駿介 東北 高2 2:24.74

3 川縁　　茜 北陸 中3 2:35.36 　秋田ＡＣ
　富山ＳＣ
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15 金山　功汰 北陸 高2 2:25.17 12 津端　宏侑 信越 中2 2:14.31
　富山SC東富山 　ダッシュ三条

16 安原　聖力 四国 高1 2:25.18 13 毛利慎之介 北陸 中2 2:14.73
　ZEYO-ST 　おおいアクア

14 村井　志瞳 四国 中2 2:17.38
No.29 女子 13～14歳 200m バタフライ Ｔ決勝 　ジャパン丸亀
13～14歳 15 齊藤　健斗 北海道 中3 2:24.26

1 三井 愛梨 関東 中2 2:13.66 　スコーレ千歳
　横浜サクラ 16 佐々木大弥 東北 中1 2:37.44

2 杉山わか菜 近畿 中3 2:16.66 　青森ヤクルト
　ＨＯＳ小阪

3 山崎　萌音 東海 中2 2:18.19 No.31 女子 15～18歳 200m バタフライ Ｔ決勝
　浜名湖ＳＳ 15～18歳

4 山木保乃華 近畿 中2 2:19.16 1 後野　真衣 九州 中3 2:13.45
　大東SS 　Ｋｉｔ

5 本間　七夏 関東 中1 2:19.71 2 塩澤　穂香 中国 高3 2:14.68
　神奈中ＳＳ 　倉吉Ｓ

6 高橋ハナコ 九州 中2 2:21.49 3 東　みずき 東海 高2 2:14.91
　BIG宮崎 　ＢＯＸ豊川

7 荒木　紗弥 四国 中2 2:21.58 4 何澤　由衣 近畿 高2 2:15.59
　伊藤ＳＳ 　京都踏水会

8 岩澤　　愛 北陸 中3 2:22.88 5 中島千咲代 東北 高2 2:16.29
　アピア富山 　ＪＳＳ盛岡

9 後藤　来未 東北 中2 2:23.45 6 関根　澪央 東海 高2 2:16.59
　ＫＳＧ東北 　ＪＳＳ比良

10 岩瀬　夕楓 四国 中1 2:23.71 7 篠原　明美 北陸 高3 2:16.80
　ZEYO-ST 　富山SC東富山

11 梅沢　星奈 北陸 中2 2:24.46 8 原　美都紀 近畿 高3 2:17.12
　アピア富山 　コナミ岸和田

12 李　　慧京 信越 中2 2:25.55 9 山岸　琴美 信越 中3 2:19.82
　ＳＡＭ中央 　ＩＳＣ飯田

13 松野　心咲 東海 中1 2:26.72 10 前野　希和 四国 中3 2:21.41
　浜名湖ＳＳ 　ZEYO-ST

14 須貝　心美 信越 中2 2:27.18 11 渡辺　三空 九州 高2 2:23.71
　ＳＡ柏崎 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ古賀

15 原子　奈優 東北 中2 2:32.68 12 明里　美空 関東 高1 2:23.88
　ヤクルト東 　藤村ＳＳ

13 河野　琉花 北陸 中3 2:26.92
No.30 男子 13～14歳 200m バタフライ Ｔ決勝 　富山ＳＣ
13～14歳 14 蝦名　愛梨 北海道 高2 2:28.05

1 菊池　幹大 東北 中3 2:06.79 　十勝ＳＣ
　ＳＡ一関 15 角岡　　爽 四国 高2 2:28.21

2 大高　碧斗 北海道 中3 2:06.86 　NSP高知
　ＪＳＳ清田 16 灰野　梨央 信越 高3 2:31.30

3 山田　啓史 近畿 中2 2:07.37 　ダッシュ新潟
　NSIユニティ 17 髙橋　恵子 東北 高2 2:35.06

4 殿村慎之輔 北陸 中3 2:07.97 　ＫＳＧ東北
　オーパス高岡

5 宮﨑　　瞬 東海 中2 2:08.93 No.32 男子 15～18歳 200m バタフライ Ｔ決勝
　名古屋ＳＣ 15～18歳

6 高木　　陸 近畿 中2 2:09.38 1 小林　　拓 東海 高3 2:01.29
　ＫＴＶ豊中 　グリーン高台

7 木下　侑馬 東海 中2 2:10.06 2 團　　頌太 近畿 高3 2:04.15
　ＢＩＧアミ 　コナミ八幡

8 羽生　朝喜 信越 中2 2:12.05 3 川上　翔大 関東 高3 2:04.26
　アクシー巻 　ｻｷﾞﾇﾏSCM

9 新開　誠也 九州 中2 2:12.55 4 松田　武大 近畿 高3 2:04.45
　Nb 　コナミ西宮

10 上杉　了以 中国 中1 2:12.82 5 松川　晟士 中国 高1 2:05.08
　ＪＳＳ米子 　ＪＳＳ広島

11 神尾　至輝 関東 中2 2:13.98 6 岡村　侑磨 北海道 高2 2:06.45
　NECGSC玉川 　JF帯広
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7 松葉　柊哉 東海 高2 2:06.76 9 香川　凜人 北陸 中1 2:10.36
　ハマスポ 　アピア富山

8 照井　　尊 東北 高2 2:06.90 10 赤平　竜郷 東北 小6 2:11.64
　ＪＳＳ北上 　ヤクルト東

9 岩田　康雅 四国 高3 2:06.94 11 金田　浩聖 四国 小6 2:12.08
　ジャパン丸亀 　ファイブテン

10 矢澤　祥太 信越 中3 2:07.53 11 渡邊　佑真 東北 中1 2:12.08
　上越正和ＳＳ 　ｻﾝﾌﾙﾄSC

11 奥田　真也 四国 高3 2:07.83 13 森田　鉄平 四国 中1 2:12.09
　ハッピー阿南 　ＷＡＭＳＴ

12 藤原　拓矢 北陸 高2 2:10.11 14 佐々木瑞翔 北海道 小6 2:14.27
　能美ＳＣ 　ＪＳＳ清田

13 樽谷　紘輝 北陸 高2 2:10.19 15 芦澤　星尚 北海道 小6 2:17.90
　高岡ＳＣ 　スコーレ千歳

14 工藤　柊斗 東北 高2 2:23.59
　青森ヤクルト No.35 女子 13～14歳 200m 自由形 Ｔ決勝

13～14歳
No.33 女子 11～12歳 200m 自由形 Ｔ決勝 1 松崎江里子 東海 中2 2:06.58
11～12歳 　コパン可児

1 安達　真美 近畿 中1 2:06.87 2 鈴木　彩心 関東 中1 2:06.89
　ＹＵＲＩＳＳ 　Nagatsuta.SC

2 伊藤　未来 近畿 中1 2:09.85 3 平野　佐季 北陸 中2 2:07.33
　ﾙﾈｻﾝｽ姫路 　ナントＳＣ

3 中池　菜緒 北陸 中1 2:10.30 4 片山　珠里 近畿 中2 2:07.59
　金沢SC三十苅 　ﾙﾈｻﾝｽ神戸

4 山口　愛華 東海 小6 2:11.86 5 梶本　一花 近畿 中3 2:07.79
　東邦ＳＣ 　枚方ＳＳ

5 三條　　愛 信越 中1 2:13.55 6 佐藤　　愛 信越 中3 2:08.43
　JSSジャンボ 　アクシー亀田

6 高原　桜唯 九州 中1 2:15.48 7 小坂あかり 関東 中3 2:08.55
　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住 　ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼

7 大嶽　杏奈 東海 小6 2:15.73 8 清水　結菜 東海 中3 2:09.91
　ﾙﾈｻﾝｽ沼津 　大垣北ＳＳ

8 佐藤　　苺 北海道 小6 2:17.70 9 三久　翠子 四国 中2 2:11.78
　ＪＳＳ清田 　ＯＫＳＳ

9 近藤カエラ 東北 小6 2:19.29 10 中川　まお 北陸 中2 2:12.94
　秋田ＡＣ 　ＳＡ松任

10 太田　　捺 北海道 小5 2:22.54 11 下田　彩葉 中国 中2 2:13.45
　根室ＳＣ 　ＪＳＳ大州

11 東　きらり 北陸 中1 2:23.21 12 山田　麗真 東北 中2 2:14.53
　AIM21 　ヤクルト東

12 小野寺胡桃 東北 小6 2:24.16 13 三浦　萌依 北海道 中3 2:14.62
　ＪＳＳ青山 　JF音更

14 野村　真滉 東北 中3 2:14.83
No.34 男子 11～12歳 200m 自由形 Ｔ決勝 　青森ヤクルト
11～12歳 15 林　　叶華 四国 中2 2:16.73

1 竹内　聖人 中国 中1 2:01.92 　伊藤ＳＳ
　オーバル総社 16 太田　　楓 北海道 中1 2:22.63

2 松居　颯真 北陸 小6 2:02.13 　根室ＳＣ
　ナントＳＣ

3 濱田　啓作 東海 中1 2:04.60 No.36 男子 13～14歳 200m 自由形 Ｔ決勝
　島田チャンプ 13～14歳

4 小池　貴之 近畿 中1 2:04.83 1 加藤　晃成 東海 中3 1:52.92 ･大会新
　ﾙﾈｻﾝｽ神戸 　豊橋ＳＳ

5 佐藤　琥珀 信越 中1 2:06.68 2 林　　大輝 近畿 中3 1:53.16 ･大会新
　ＪＳＳ長岡 　枚方ＳＳ

6 藤本　遥介 近畿 中1 2:06.86 3 柳本幸之介 九州 中3 1:54.31 ･大会新
　パル紀の川 　ビート唐津

7 堀内　　光 信越 小6 2:08.08 4 木村 修梧 東北 中3 1:57.09
　アクシー亀田 　ＳＡ五所川原

8 新井　義志 東海 中1 2:08.36 5 高木　　陸 近畿 中2 1:57.33
　名鉄ＳＳ半田 　ＫＴＶ豊中
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6 坂本　琉耶 東海 中2 1:58.32 No.38 男子 15～18歳 200m 自由形 Ｔ決勝
　みなとＳＳ 15～18歳

7 上田　滉貴 北陸 中2 1:58.77 1 田中　大寛 九州 高2 1:49.79
　富山SC東富山 　ＸＹＺ別府

8 永岡　　祥 九州 中3 1:59.41 2 菖池　竜輝 近畿 高3 1:51.82
　コナミ徳力 　コナミ三田

9 三宅　琉暉 中国 中2 1:59.97 3 平野　洋康 北陸 高1 1:53.84
　オーバル総社 　ナントＳＣ

10 碓井　創太 北陸 中2 2:00.01 4 武田　力紀 東海 高3 1:54.57
　滑川ＳＣ 　ＪＳＳ比良

11 宮中　元輝 四国 中3 2:00.33 5 井ノ上昭輝 近畿 高2 1:55.29
　リー保内 　コナミ西宮

12 加藤多雄宇 東北 中3 2:00.36 6 伊藤　康太 東北 中3 1:55.40
　ＪＳＳ南光台 　ヤマザワ

13 増田　　陽 信越 中2 2:00.92 7 伊藤　悠杏 東北 高3 1:55.85
　長野DS中央 　ＳＡ一関

14 幸津　　成 四国 中3 2:00.97 8 上山　達也 東海 高3 1:56.00
　ＯＫＳＳ 　東部ＳＳ

15 内野　　隼 関東 中1 2:05.72 9 松橋　一吹 信越 高2 1:56.12
　ｻｷﾞﾇﾏSCM 　アクシー巻

16 及川　　颯 北海道 中2 2:08.91 10 川上　翔大 関東 高3 1:56.46
　ＪＳＳ清田 　ｻｷﾞﾇﾏSCM

17 小田　　颯 北海道 中2 2:09.90 11 矢野　鉄平 九州 高1 1:56.57
　ＪＳＳ清田 　西日本宮崎

12 伊藤　瞭太 関東 高3 1:56.95
No.37 女子 15～18歳 200m 自由形 Ｔ決勝 　NECGSC玉川
15～18歳 13 杉井　郁哉 中国 高2 1:57.87

1 難波　実夢 近畿 高1 2:02.37 　ＯＳＫ岡山
　MGニッシン 14 古田　恵祐 北陸 高1 1:58.08

2 ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ 北海道 高1 2:04.05 　富山ＳＣ
　ＳＡシーナ 15 山﨑　太陽 四国 高1 1:59.10

3 今井　美祈 東海 高3 2:04.07 　コミュニティ
　ＢＯＸ豊川 16 多田　貴資 四国 高1 2:00.14

4 仮屋　美邑 九州 高3 2:04.18 　ＯＫＳＳ
　Nb 17 尾藤　知徳 北海道 高2 2:09.95

5 今村　涼花 東海 高3 2:04.21 　中標津ＳＣ
　グランツ 18 住永　亜聡 北海道 中3 2:10.87

6 木村　優香 東北 高2 2:05.78 　岩見沢ＳＣ
　アシスト

7 松野仁衣奈 近畿 中3 2:06.38 No.39 女子 11～12歳 50m バタフライ 決勝
　ＪＳＳ大久保 11～12歳

8 坂本　愛佳 信越 高2 2:08.13 1 清水　花峰 信越 小6 28.61
　アクシー東 　長野DS中央

9 阿部なつき 東北 高2 2:08.62 2 村山　裕香 近畿 中1 29.15
　ヤクルト東 　ＪＳＳガボ

10 山寺　舞果 北陸 中3 2:09.12 3 平井　瑞希 東海 小6 29.21
　金沢ＳＣ西泉 　コパン鳴海

11 青木　梨奈 北海道 高1 2:10.02 4 大上詩央里 北陸 中1 29.25
　JF帯広 　ＹＢＧ

12 伏屋　結月 北陸 中3 2:10.28 5 中嶋　　碧 北陸 小5 29.61
　ＳＡ松任 　ナントＳＣ

13 岩間　薫乃 四国 高3 2:10.59 6 高木　　愛 東海 中1 29.66
　南海ＤＣ 　ウィル大口

14 山村　涼乃 四国 高3 2:11.13 7 渡辺　　杜 東北 小6 30.01
　コミュニティ 　セントラル泉

15 猪狩　彩奈 関東 中3 2:16.37 8 合葉　愛美 近畿 中1 30.14
　NECGSC溝の口 　NSI御影

9 川村妃奈乃 九州 中1 30.20
　メルヘン鹿屋

10 中城　心月 関東 中1 30.21
　NECGSC溝の口
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No.40 男子 11～12歳 50m バタフライ 決勝 8 伊藤　大智 東北 小6 33.76
11～12歳 　秋田ＡＣ

1 松井　理宇 九州 中1 27.13 9 中郡　建信 近畿 中1 33.89
　西日本宮崎 　Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ

2 鈴木　湊人 東北 中1 27.49 10 木戸　啓達 北海道 中1 33.91
　ピュア大和 　小樽ＳＦ

3 西尾亮太朗 東海 中1 27.88
　名鉄ＳＳ半田 No.43 女子 11～12歳 50m 自由形 決勝

4 浅原　大輝 近畿 中1 28.17 11～12歳
　JSS高槻中央 1 米田　愛菜 東海 小6 27.72

5 加藤　吉浩 信越 中1 28.24 　みなとＳＳ
　ダッシュ新津 2 濵野　美海 近畿 中1 27.75

6 中澤　飛翔 信越 中1 28.70 　MGﾄﾞﾙﾌｨﾝ
　ナガデン長野 3 澤﨑　舞衣 関東 小6 27.77

7 高岡　晃大 中国 中1 28.80 　ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼
　周南ＳＣ 4 大上詩央里 北陸 中1 28.17

8 福家　優陸 近畿 中1 29.22 　ＹＢＧ
　Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ 4 本間　彩桜 信越 小6 28.17

9 山本　海利 四国 小6 29.43 　アクシー巻
　コナミ高知 6 大林　妃亜 四国 中1 28.24

10 赤平　竜郷 東北 小6 29.86 　坂出伊藤ＳＳ
　ヤクルト東 7 渡辺　真央 東海 小6 28.41

　Ｖトピア一宮
No.41 女子 11～12歳 50m 平泳ぎ 決勝 8 中西　美優 四国 小6 28.49
11～12歳 　ジャパン高松

1 吉本　早希 近畿 中1 34.27 9 大木陽向多 北海道 中1 28.65
　ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ彩の台 　滝川ＭＳＣ

2 佐藤　琴美 関東 小5 34.36 9 南　　緩菜 近畿 中1 28.65
　のぼりとＳＣ 　マコトSC泉南

3 有元　優菜 九州 小6 34.42
　メルヘン川内 No.44 男子 11～12歳 50m 自由形 決勝

4 岡元　羽海 近畿 小6 34.51 11～12歳
　ＪＳＳりもね 1 増田　莉蔵 東海 中1 26.40

5 山下　冬華 東海 中1 35.20 　浜名湖ＳＳ
　桑名水泳ｸﾗﾌﾞ 2 加藤　吉浩 信越 中1 26.49

6 小山　風香 信越 小6 35.38 　ダッシュ新津
　ＳＡ柏崎 3 尾関　啓太 東海 中1 26.64

7 水上　瑠理 信越 中1 35.39 　ＪＳＳ比良
　JSSジャンボ 4 松居　颯真 北陸 小6 26.65

8 高島　奈々 東海 中1 35.45 　ナントＳＣ
　コナミ蒲郡 5 竹内　聖人 中国 中1 26.84

9 堀　　　葵 北海道 小6 36.10 　オーバル総社
　スコーレ苫小 6 有本凜迦一 近畿 小6 26.86

10 岩間　優璃 中国 中1 36.35 　アリタＳＣ
　倉吉Ｓ 7 鈴木　湊人 東北 中1 26.95

　ピュア大和
No.42 男子 11～12歳 50m 平泳ぎ 決勝 8 堀内　　光 信越 小6 27.28
11～12歳 　アクシー亀田

1 中田秀次郎 北陸 中1 31.23 ･大会新 9 宮元　　悟 九州 中1 27.36
　富山ＳＣ 　エルグＳＳ

2 尾関　啓太 東海 中1 32.32 10 森田　鉄平 四国 中1 27.39
　ＪＳＳ比良 　ＷＡＭＳＴ

3 増田　莉蔵 東海 中1 32.60
　浜名湖ＳＳ No.45 女子 13～14歳 50m 自由形 決勝

4 上原　佳悟 四国 中1 32.68 13～14歳
　ＷＡＭＳＴ 1 吉井萌萌花 近畿 中2 26.64

5 相﨑　隆成 信越 中1 32.94 　ＫＳＣ千里
　ＪＳＳ長岡 2 梅木　陽向 近畿 中2 26.93

6 鎌田望琥人 北陸 小6 33.35 　大東SS
　高岡ＳＣ 3 鈴木　月渚 東海 中1 27.12

7 松浦　泰之 信越 中1 33.42 　東部ＳＳ
　アクシー巻



第39回ＪＳＣＡブロック対抗水泳競技大会IN秋田
秋田県立総合プール(50m)
2018年10月7日(日)～10月8日(月)

4 下田　彩葉 中国 中2 27.53 No.48 男子 15～18歳 50m 自由形 決勝
　ＪＳＳ大州 15～18歳

5 山田　茅帆 東海 中2 27.71 1 末永　亨馬 関東 高3 23.30
　ＢＩＧ棒屋 　NECGSC溝の口

6 三久　翠子 四国 中2 27.72 2 小島健太郎 四国 高3 23.66
　ＯＫＳＳ 　ハッピー阿南

7 戎　　真花 四国 中1 27.89 3 才藤　恭平 北陸 高3 23.77
　コミュニティ 　富山ＳＣ

8 山﨑　千瑶 関東 中3 27.91 4 前野　志門 北海道 高3 23.92
　藤村ＳＳ 　滝川ＭＳＣ

9 有村　咲希 九州 中3 28.07 5 鈴木　基心 信越 高1 24.00
　Nb 　上越正和ＳＳ

10 髙田　深晴 九州 中1 28.10 6 髙須賀　隼 近畿 高3 24.08
　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住 　塚口ＳＳ

7 関澤　京吾 関東 高3 24.15
No.46 男子 13～14歳 50m 自由形 決勝 　NECGSC溝の口
13～14歳 8 別所　　輝 東海 高2 24.21

1 大日向海斗 北海道 中3 24.01 ･大会新 　あすなろＳＳ
　稚内ＳＣ 8 北木　義仁 東海 高3 24.21

2 山本　麻尋 北海道 中3 24.85 　東部ＳＳ
　ＪＳＳ登別 10 村田　勇輝 近畿 高3 24.47

3 稲澤　駿斗 北陸 中2 24.86 　マコトSC和泉
　おおいアクア

4 袴田　琉勢 東海 中3 25.25 No.49 女子 11～12歳 50m 背泳ぎ 決勝
　浜名湖ＳＳ 11～12歳

4 上杉　了以 中国 中1 25.25 1 小西　　新 九州 小6 30.28 ･大会新
　ＪＳＳ米子 　ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ

6 長畑　九龍 近畿 中2 25.32 2 芝　　怜菜 四国 小6 31.13
　ＨＯＳ小阪 　五百木ＳＣ

7 續　　竜成 近畿 中2 25.35 3 阿部りり香 東海 小6 31.76
　TX東住吉 　とこはＳＳ

8 西川　知希 関東 中2 25.39 4 赤穂　季奈 近畿 中1 31.83
　カワサキＳＣ 　ｾﾝﾄﾗﾙみなと

9 篠﨑　　翔 四国 中2 25.66 5 加藤　紗菜 東海 中1 31.84
　Ryuow 　コナミ杁中

10 北村　昂大 四国 中1 25.82 6 上野　杏奈 近畿 中1 31.95
　サンダーＳＳ 　コナミ八幡

7 森崎安加里 東北 小6 32.06
No.47 女子 15～18歳 50m 自由形 決勝 　セントラル泉
15～18歳 8 津端　　舞 信越 小6 32.81

1 土井　香凜 東海 高2 26.39 　ダッシュ三条
　ＢＯＸ豊川 9 山本　咲幸 北海道 小6 33.02

2 菅原　千博 四国 高2 26.55 　ＪＳＳ登別
　アズサ松山 10 大高千代子 四国 小6 33.03

3 武中香奈枝 近畿 高2 26.63 　サンダーＳＳ
　ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田

4 戸田　菜月 東海 高1 26.73 No.50 男子 11～12歳 50m 背泳ぎ 決勝
　ＢＩＧ加木屋 11～12歳

5 今牧まりあ 信越 高2 26.77 1 山口　哩駈 近畿 中1 30.54
　ＩＳＣ飯田 　ｱｲﾗﾝﾄﾞ駒川

6 篠原　明美 北陸 高3 26.87 2 大島　佑互 東海 小6 30.82
　富山SC東富山 　みなとＳＳ

7 木村　優香 東北 高2 26.89 3 長谷部涼平 東海 中1 31.03
　アシスト 　本巣ＳＳ

8 千葉すみれ 東北 高3 27.21 4 髙橋　悠斗 近畿 小6 31.23
　ＳＡ一関 　ﾙﾈｻﾝｽ神戸

9 山本くるみ 関東 高1 27.40 5 村尾　柊人 四国 小6 32.31
　NECGSC溝の口 　ジャパン高松

10 井山　美鈴 北陸 高3 27.49 6 山﨑丈太朗 東北 小6 32.51
　高岡ＳＣ 　ヤクルト東

7 白鳥　航生 東北 小6 32.52
　ｻﾝﾌﾙﾄSC
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8 砂田　昇哩 北陸 中1 32.78 14 伊藤　巧太 信越 中3 4:55.23
　ＳＡ松任 　アクシー中央

9 松浦倫太郎 北海道 中1 33.31 15 上田　悠友 北海道 中1 5:00.23
　テーオーＳＣ 　スコーレ千歳

No.51 女子 13～14歳 400m 個人メドレー Ｔ決勝 No.53 女子 15～18歳 400m 個人メドレー Ｔ決勝
13～14歳 15～18歳

1 曽我部菜々 近畿 中2 4:52.53 1 東　みずき 東海 高2 4:52.83
　枚方ＳＳ 　ＢＯＸ豊川

2 大塚　華蓮 東海 中2 4:57.24 2 何澤　由衣 近畿 高2 4:53.00
　ｾｲｼﾝ千代田 　京都踏水会

3 本間　七夏 関東 中1 4:58.77 3 西牟田茉鈴 近畿 高2 4:56.12
　神奈中ＳＳ 　ジェル北野田

4 山川　陽菜 北陸 中2 4:59.65 4 高原　彩花 九州 高1 4:57.19
　富山SC東富山 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住

5 梶本　一花 近畿 中3 5:01.50 5 松木　琴美 四国 高2 4:57.66
　枚方ＳＳ 　ZEYO-ST

6 辻山　小珀 東北 中2 5:05.33 6 城井　貴布 東海 高2 4:58.45
　ＳＡ一関 　浜名湖ＳＳ

7 丸山　莉奈 東海 中3 5:05.58 7 仲井　美玖 北陸 中3 5:00.54
　ＪＳＳ比良 　富山ＳＣ

8 佐藤　紫苑 信越 中3 5:06.40 8 宮崎菜々子 九州 高1 5:02.06
　ＩＳＣ飯田 　桜泳小郡三国

9 鈴木　彩心 関東 中1 5:07.61 9 山岸　琴美 信越 中3 5:03.31
　Nagatsuta.SC 　ＩＳＣ飯田

10 辻　　圭音 北海道 中1 5:16.55 10 今泉　沙彩 東北 高3 5:05.21
　スコーレ千歳 　ヤクルト八戸

11 宮原　胡春 北陸 中2 5:18.16 11 森　　　慈 中国 高1 5:06.43
　新田塚SS大野 　ＪＳＳ米子

12 沖津　悠奈 四国 中2 5:18.23 12 浅沼　芽依 東北 中3 5:15.53
　ＯＫＳＳ 　ＪＳＳ盛岡

13 及川菜々恵 東北 中2 5:26.64 蓮村　珠里 北陸 高3 棄権
　ＳＡ一関 　金沢SC三十苅

No.52 男子 13～14歳 400m 個人メドレー Ｔ決勝 No.54 男子 15～18歳 400m 個人メドレー Ｔ決勝
13～14歳 15～18歳

1 北村　峻聖 近畿 中3 4:32.18 1 田中　万葉 中国 高3 4:25.76
　ﾙﾈｻﾝｽ姫路 　ダイクレＳＣ

2 小峯　輝羅 近畿 中2 4:34.69 2 神　　偉雄 東海 高1 4:25.86
　ＳＵＮ網干 　ＢＯＸ豊川

3 上川畑　英 関東 中2 4:36.60 3 藤田　斗優 九州 高2 4:28.07
　田園SS 　福岡ＳＣ

4 菊池　幹大 東北 中3 4:38.00 4 早﨑　遼真 九州 高2 4:28.13
　ＳＡ一関 　ｾｲｶKAMOIKE

5 引地　元気 九州 中2 4:38.26 5 田渕　海斗 関東 高1 4:28.22
　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住 　NECGSC溝の口

6 植屋　日志 東海 中3 4:38.42 6 三浦　恵太 東海 高3 4:32.20
　磐田カルチャ 　ＢＯＸ豊川

7 殿村慎之輔 北陸 中3 4:38.70 7 平野　柊生 近畿 高3 4:32.74
　オーパス高岡 　ｻﾝｹｲST

8 木下　侑馬 東海 中2 4:40.02 8 佐藤　貴道 中国 高1 4:32.97
　ＢＩＧアミ 　ＳＴＹ・ＳＣ

9 上田　滉貴 北陸 中2 4:42.20 9 長牛　太佑 近畿 高1 4:35.06
　富山SC東富山 　京都踏水会

10 新井　紫恩 北海道 中3 4:42.36 10 山下　　諒 東北 高3 4:37.06
　JF帯広 　ヤクルト八戸

11 氏原　拓人 四国 中2 4:43.08 11 皆川　隼人 信越 高2 4:38.22
　ジャパン高松 　ＳＡ小千谷

12 大塚　　心 関東 中1 4:47.55 12 木倉　颯太 北陸 高1 4:39.04
　神奈中ＳＳ 　ＪＳＳ富山

13 鈴木　俊平 東北 中3 4:53.75 13 飯田　湧太 信越 高2 4:39.67
　大館ＳＳ 　上越正和ＳＳ
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14 中林　雄大 関東 高1 4:40.31 3 相﨑　隆成 信越 1:59.52
　Nagatsuta.SC 松浦　泰之 　信越

15 棚田　　陸 北海道 高1 4:41.47 中澤　飛翔
　JF帯広 加藤　吉浩

16 冨山　快生 四国 高2 4:42.45 4 山口　哩駈 近畿 2:00.28
　Ryuow 中郡　建信 　近畿

17 小松　俊之 四国 高2 4:43.39 福家　優陸
　ジャパン高松 有本凜迦一

18 伊藤　　連 東北 高1 4:44.29 5 村尾　柊人 四国 2:01.40
　ＫＳＧ東北 上原　佳悟 　四国

19 川口　向毅 北陸 高2 4:48.27 山本　海利
　金井学園ＳＣ 森田　鉄平

6 鈴木　大斗 東北 2:01.55
No.55 女子 11～12歳 4×50m メドレーリレー Ｔ決勝 森田　碧大 　東北
11～12歳 鈴木　湊人

1 小西　　新 九州 2:02.84 吉田　　翔
有元　優菜 　九州 7 市丸　愛翔 九州 2:01.87
川村妃奈乃 中村虎太郎 　九州
宮嶋ほまれ 西小野泰志

2 上野　杏奈 近畿 2:03.92 松井　理宇
吉本　早希 　近畿 8 松浦倫太郎 北海道 2:07.90
村山　裕香 木戸　啓達 　北海道
濵野　美海 金子竜之助

3 加藤　紗菜 東海 2:04.26 松井　脩真
高島　奈々 　東海
平井　瑞希 No.57 女子 13～14歳 4×100m メドレーリレー Ｔ決勝
米田　愛菜 13～14歳

4 津端　　舞 信越 2:04.36 1 杉山菜々美 近畿 4:17.66
水上　瑠理 　信越 曽我部菜々 　近畿
清水　花峰 山木保乃華
本間　彩桜 梅木　陽向

5 中嶋　　碧 北陸 2:04.83 2 中島　芽郁 東海 4:18.37
高野　朱理 　北陸 石渡　　遥 　東海
大上詩央里 大塚　華蓮
中池　菜緒 清水　結菜

6 中村みなみ 関東 2:05.29 3 森田　奈々 関東 4:19.35
佐藤　琴美 　関東 安岡　　華 　関東
中城　心月 三井 愛梨
澤﨑　舞衣 鈴木　彩心

7 芝　　怜菜 四国 2:06.71 4 種　　詩葉 北陸 4:25.47
土井菜々恵 　四国 吉岡　美和 　北陸
橋田　実和 山田　陽奈
大林　妃亜 丸山　にこ

8 森崎安加里 東北 2:07.55 5 李　　慧京 信越 4:26.87
中村　璃音 　東北 坂爪　　晴 　信越
渡辺　　杜 山岸はるか
菅原　向葵 佐藤　　愛

9 山本　咲幸 北海道 2:09.70 6 芝　　咲菜 四国 4:26.92
堀　　　葵 　北海道 西ノ内春々 　四国
出雲さくら 大井　希莉
佐藤　　苺 三久　翠子

7 工藤　佳奈 東北 4:29.53
No.56 男子 11～12歳 4×50m メドレーリレー Ｔ決勝 福岡　　碧 　東北
11～12歳 渡辺　　杏

1 大島　佑互 東海 1:57.31 野村　真滉
尾関　啓太 　東海 8 西柳　　凜 九州 4:29.61
西尾亮太朗 真鍋　志穂 　九州
増田　莉蔵 楳木　麻央

2 砂田　昇哩 北陸 1:59.11 有村　咲希
中田秀次郎 　北陸
鎌田望琥人
松居　颯真
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9 藤田　彩花 北海道 4:35.29 3 井上　結貴 九州 4:15.74
木村　花奏 　北海道 山﨑　美羽 　九州
辻　　圭音 後野　真衣
吉田　春月 仮屋　美邑

中国 棄権 4 青塚　美澪 東北 4:19.87
　中国 赤間　明希 　東北

中島千咲代
No.58 男子 13～14歳 4×100m メドレーリレー Ｔ決勝 木村　優香
13～14歳 5 土本　夕愛 北陸 4:21.46

1 廣橋　諒人 東海 3:55.05 川縁　　茜 　北陸
成瀬　叶来 　東海 篠原　明美
植屋　日志 山寺　舞果
加藤　晃成 6 枡井　　萌 中国 4:24.68

2 前田　駿太 近畿 3:56.86 平林　優花 　中国
丸山　碧斗 　近畿 塩澤　穂香
山田　啓史 森　　　慈
清水　歩空 7 佐藤　　柊 信越 4:26.45

3 長友　琉生 九州 3:58.70 谷口　文菜 　信越
永江　祥也 　九州 山岸　琴美
新開　誠也 今牧まりあ
柳本幸之介 8 山本くるみ 関東 4:36.19

4 仮屋　陽貴 中国 4:00.74 加納　莉帆 　関東
三澤　直也 　中国 明里　美空
上杉　了以 猪狩　彩奈
三宅　琉暉 9 佐賀野千穂 北海道 4:36.50

5 殿村慎之輔 北陸 4:01.12 長澤　田鶴 　北海道
朝比奈倫寛 　北陸 ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ
毛利慎之介 中川湖乃美
上田　滉貴 秀野　由光 四国 失格

6 髙内　愛斗 東北 4:03.19 野口　里夏 　四国
鈴木　俊平 　東北 菅原　千博
木村 修梧 岩間　薫乃
加藤多雄宇

7 東出　海秀 北海道 4:03.81 No.60 男子 15～18歳 4×100m メドレーリレー Ｔ決勝
大日向海斗 　北海道 15～18歳
大高　碧斗 1 西小野皓大 九州 3:44.77
山本　麻尋 吉田 拓斗 　九州

8 窪田　雄斗 四国 4:06.07 藤原　育大
川人　玲温 　四国 田中　大寛
村井　志瞳 2 山元　悠叶 近畿 3:45.83
北村　昂大 森　　圭佑 　近畿

9 上川畑　英 関東 4:08.23 團　　頌太
大塚　　心 　関東 村田　勇輝
神尾　至輝 3 増田　賢吾 東海 3:48.41
西川　知希 釜田　起来 　東海

10 津端　宏侑 信越 4:11.68 岡島　大志
増井　遼大 　信越 武田　力紀
羽生　朝喜 4 木村佳寿帆 信越 3:50.83
中村　夢多 近江ハリー 　信越

早坂　　亮
No.59 女子 15～18歳 4×100m メドレーリレー Ｔ決勝 鈴木　基心
15～18歳 5 長野　　巧 関東 3:51.88

1 伊與田萌々 東海 4:12.71 小泉　龍馬 　関東
安藤　綾美 　東海 川上　翔大
関根　澪央 関澤　京吾
神野　ゆめ 6 中原　樹人 東北 3:53.01

2 渡会　円香 近畿 4:13.74 伊藤　駿介 　東北
岡田　侑奈 　近畿 江原　祐太
國友　芙緒 伊藤　悠杏
難波　実夢
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7 平野　洋康 北陸 3:53.83 7 須藤 大地 東海 高3 16:25.16
窪田　　聖 　北陸 　ＭＹＳ名学院
樽谷　紘輝 8 大西航志郎 四国 中3 16:48.08
才藤　恭平 　ハッピー阿南

8 奥田　真也 四国 3:53.96 9 中園　剛志 九州 高1 16:52.17
幸田　太一 　四国 　Nb
岩田　康雅 10 舘中侑次郎 北陸 高1 16:55.40
小島健太郎 　金沢SC三十苅

9 西田　拓郎 中国 3:57.52 11 尾形　紘介 東北 高1 17:09.62
田中　万葉 　中国 　ＳＡ一関
松川　晟士 12 髙山　大地 東北 高1 17:24.49
杉井　郁哉 　アシスト

10 棚田　　陸 北海道 4:03.30 13 吉村　建人 北海道 高1 17:48.43
山下　俊哉 　北海道 　スコーレ旭川
岡村　侑磨
前野　志門 No.63 女子 11～12歳 100m 平泳ぎ 予選

11～12歳
No.61 女子 無差別 800m 自由形 Ｔ決勝 1 中村みなみ 関東 中1 1:15.07
無差別 　神奈中ＳＳ

1 笠原　瑠南 近畿 高3 8:56.04 2 岡元　羽海 近畿 小6 1:15.30
　枚方ＳＳ 　ＪＳＳりもね

2 種村　舞雪 近畿 高1 8:56.90 3 吉本　早希 近畿 中1 1:15.47
　MGニッシン 　ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ彩の台

3 竹田　彩乃 信越 高1 9:02.14 4 有元　優菜 九州 小6 1:15.75
　ＳＡ柏崎 　メルヘン川内

4 蝦名　愛梨 北海道 高2 9:07.21 5 佐藤　琴美 関東 小5 1:15.79
　十勝ＳＣ 　のぼりとＳＣ

5 大塲　妃優 東北 高3 9:11.92 6 小山　風香 信越 小6 1:15.94
　酒田水泳教室 　ＳＡ柏崎

6 小坂あかり 関東 中3 9:12.86 7 山下　冬華 東海 中1 1:16.93
　ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 　桑名水泳ｸﾗﾌﾞ

7 清水　奈月 北陸 高2 9:16.17 8 高島　奈々 東海 中1 1:17.08
　富山SC東富山 　コナミ蒲郡

8 今井　美祈 東海 高3 9:17.13 9 岩間　優璃 中国 中1 1:17.56
　ＢＯＸ豊川 　倉吉Ｓ

9 中池　菜緒 北陸 中1 9:17.49 10 水上　瑠理 信越 中1 1:18.28
　金沢SC三十苅 　JSSジャンボ

10 青木　梨奈 北海道 高1 9:18.54 11 堀　　　葵 北海道 小6 1:19.52
　JF帯広 　スコーレ苫小

11 伊丹　千晴 四国 高2 9:20.50 12 高野　朱理 北陸 小6 1:19.69
　サンダーＳＳ 　ＪＳＳ高岡

12 木村　香純 東海 高2 9:22.91 13 駿河　　藍 東北 小6 1:19.86
　東部ＳＳ 　ＪＳＳ青山

13 折笠　衣純 東北 中2 9:27.06 14 山寺　希実 北陸 小6 1:19.98
　ユースポーツ 　金沢ＳＣ西泉

14 湯浅　詩音 四国 高2 9:31.21 15 中村　璃音 東北 中1 1:20.45
　ハッピー阿南 　ＪＳＳ北上

16 土井菜々恵 四国 中1 1:22.60
No.62 男子 無差別 1500m 自由形 Ｔ決勝 　坂出伊藤ＳＳ
無差別

1 菖池　竜輝 近畿 高3 15:36.42 No.64 男子 11～12歳 100m 平泳ぎ 予選
　コナミ三田 11～12歳

2 宮本　竜成 近畿 高3 15:58.19 1 和田　望実 東海 中1 1:09.39
　パルワカヤマ 　豊橋ＳＳ

3 早﨑　遼真 九州 高2 16:02.05 2 中田秀次郎 北陸 中1 1:09.82
　ｾｲｶKAMOIKE 　富山ＳＣ

4 佐々木龍希 東海 高3 16:08.60 3 尾関　啓太 東海 中1 1:10.84
　RSCｴﾑﾃｯｸ 　ＪＳＳ比良

5 渡辺　　柊 信越 高1 16:10.60 4 上原　佳悟 四国 中1 1:11.10
　ダッシュ三条 　ＷＡＭＳＴ

6 松村　幸哉 北陸 高2 16:25.05 5 相﨑　隆成 信越 中1 1:12.13
　金沢ＳＣ西泉 　ＪＳＳ長岡
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6 戸谷　柊太 近畿 小6 1:12.45 7 丸山　碧斗 近畿 中2 1:07.54
　ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ彩の台 　NSI Taiken

7 鎌田望琥人 北陸 小6 1:13.10 8 三澤　直也 中国 中2 1:07.69
　高岡ＳＣ 　ＳＦ鳥取

8 中村虎太郎 九州 中1 1:13.21 9 神園　航平 近畿 中2 1:07.99
　WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 　ＮＳＩ古川橋

9 山下　真翔 東北 小6 1:14.22 10 伊須　新太 四国 中3 1:08.47
　アシスト 　南海ＤＣ

10 森田　碧大 東北 小5 1:15.46 11 永江　祥也 九州 中3 1:08.92
　セントラル泉 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ新宮

11 松浦　泰之 信越 中1 1:16.40 12 鈴木　俊平 東北 中3 1:09.75
　アクシー巻 　大館ＳＳ

12 中郡　建信 近畿 中1 1:16.63 13 清野　嗣人 東北 中2 1:09.77
　Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ 　酒田水泳教室

14 増井　遼大 信越 中3 1:11.50
No.65 女子 13～14歳 100m 平泳ぎ 予選 　ダッシュ三条
13～14歳 15 秦　　　諒 北海道 中1 1:11.92

1 石渡　　遥 東海 中2 1:14.05 　JF帯広
　名古屋ＳＣ

2 安岡　　華 関東 中3 1:14.17 No.67 女子 15～18歳 100m 平泳ぎ 予選
　新代田ＳＳ 15～18歳

3 酒井　郁帆 東海 中2 1:14.44 1 川縁　　茜 北陸 中3 1:12.86
　平針ＳＳ 　富山ＳＣ

4 曽我部菜々 近畿 中2 1:14.49 2 平林　優花 中国 高2 1:12.88
　枚方ＳＳ 　ＰＡＪＡ

5 吉岡　美和 北陸 中2 1:14.84 3 池田りんか 東海 高1 1:12.91
　富山SC東富山 　ＢＯＸ豊川

6 松本　悠里 近畿 中1 1:14.92 4 岡田　侑奈 近畿 高2 1:13.19
　コナミ西宮 　コナミ三田

7 時岡　佑里 北陸 中3 1:16.23 5 安藤　綾美 東海 高3 1:13.42
　ＫＴＰつるが 　Ｖトピア一宮

8 大井　希莉 四国 中2 1:16.31 6 山﨑　美羽 九州 高3 1:13.63
　ジャパン高松 　原田学園ＳＳ

9 福岡　　碧 東北 中2 1:16.76 7 猪狩　彩奈 関東 中3 1:14.20
　青森ヤクルト 　NECGSC溝の口

10 真鍋　志穂 九州 中3 1:16.94 8 赤間　明希 東北 高2 1:14.31
　飯塚ＳＳ 　秋田ＡＣ

11 坂爪　　晴 信越 中1 1:17.21 9 野口　里夏 四国 高1 1:14.62
　アクシー東 　坂出伊藤ＳＳ

12 西ノ内春々 四国 中2 1:17.89 10 山田　　彩 東北 高2 1:15.03
　ZEYO-ST 　青森ヤクルト

13 辻　　春乃 東北 中3 1:20.21 11 井上　紗奈 四国 中3 1:15.14
　大館ＳＳ 　南海ＤＣ

14 木村　花奏 北海道 中2 1:20.35 12 加納　莉帆 関東 高1 1:15.74
　ＪＳＳ岩見沢 　NECGSC溝の口

15 菊地　由恵 北海道 中1 1:20.55 13 宮本　優海 近畿 高1 1:16.59
　テーオーＳＣ 　京都踏水会

14 谷口　文菜 信越 高1 1:16.82
No.66 男子 13～14歳 100m 平泳ぎ 予選 　ＡＦＡＳ伊那
13～14歳 15 長島　汐里 北陸 中3 1:17.74

1 大日向海斗 北海道 中3 1:04.93 　金沢ＳＣ西泉
　稚内ＳＣ 16 長澤　田鶴 北海道 高2 1:19.39

2 成瀬　叶来 東海 中3 1:05.83 　JF音更
　岡崎竜城ＳＣ 17 早苗　純鈴 北海道 高1 1:22.54

3 川人　玲温 四国 中2 1:06.29 　JF音更
　ＯＫＳＳ 中野　里咲 信越 中3 棄権

4 永井　猛登 東海 中3 1:06.57 　穂高ＳＣ
　サンながら

5 稲澤　駿斗 北陸 中2 1:07.21
　おおいアクア

6 朝比奈倫寛 北陸 中3 1:07.46
　AIM21
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No.68 男子 15～18歳 100m 平泳ぎ 予選 12 川村妃奈乃 九州 中1 1:08.47
15～18歳 　メルヘン鹿屋

1 近江ハリー 信越 高2 1:03.52 13 森川　莉早 四国 中1 1:08.87
　大町ＳＳ 　ジャパン高松

2 森　　圭佑 近畿 高3 1:04.45 14 中城　心月 関東 中1 1:09.02
　京都踏水会 　NECGSC溝の口

3 樫根滉太郎 近畿 高3 1:04.79 15 菅原　向葵 東北 小6 1:10.38
　ＨＯＳ小阪 　ＪＳＳ盛岡

4 吉田 拓斗 九州 高2 1:04.98 16 出雲さくら 北海道 中1 1:11.37
　フィットピア 　スコーレ千歳

5 永井　翔太 東海 高2 1:05.05
　ＪＳＳ中川 No.70 男子 11～12歳 100m バタフライ 予選

6 釜田　起来 東海 高2 1:05.25 11～12歳
　レオリブレ 1 西尾亮太朗 東海 中1 1:01.23

7 児島龍之真 九州 高3 1:05.63 　名鉄ＳＳ半田
　Nb 2 松井　理宇 九州 中1 1:01.42

8 小泉　龍馬 関東 高1 1:05.67 　西日本宮崎
　田園SS 3 鈴木　湊人 東北 中1 1:02.22

9 幸田　太一 四国 高2 1:05.83 　ピュア大和
　ＯＫ藍住 4 福家　優陸 近畿 中1 1:03.84

10 伊藤　祥星 北陸 高2 1:05.97 　Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ
　ＳＡ松任 5 浅原　大輝 近畿 中1 1:04.01

11 安原　聖力 四国 高1 1:06.30 　JSS高槻中央
　ZEYO-ST 6 中澤　飛翔 信越 中1 1:04.05

12 窪田　　聖 北陸 高3 1:06.76 　ナガデン長野
　金沢ＳＣ西泉 7 高岡　晃大 中国 中1 1:04.46

13 伊藤　駿介 東北 高2 1:07.03 　周南ＳＣ
　秋田ＡＣ 8 松井　脩真 北海道 中1 1:06.10

14 遠藤　　空 信越 高1 1:07.19 　スコーレ千歳
　ＩＳＣウェル 9 西小野泰志 九州 小6 1:06.19

15 小浦　登生 東北 中3 1:08.76 　メルヘン鹿屋
　セントラル泉 10 土方　遥斗 東海 小6 1:06.21

16 佐々木　怜 北海道 高2 1:12.01 　平針ＳＳ
　函館ＳＣ 11 右近　　紘 北陸 小6 1:08.17

17 北　　耀徳 北海道 高2 1:12.77 　JSS金沢駅西
　岩見沢ＳＣ 12 松中　康浩 四国 小6 1:08.59

　坂出伊藤ＳＳ
No.69 女子 11～12歳 100m バタフライ 予選 13 香田　珂依 北陸 中1 1:09.03
11～12歳 　ＪＳＳ粟崎

1 村山　裕香 近畿 中1 1:04.94 14 茜谷　和樹 東北 小6 1:09.86
　ＪＳＳガボ 　秋田ＡＣ

2 高木　　愛 東海 中1 1:05.24
　ウィル大口 No.71 女子 13～14歳 100m バタフライ 予選

3 清水　花峰 信越 小6 1:05.31 13～14歳
　長野DS中央 1 三井 愛梨 関東 中2 1:01.75

4 大上詩央里 北陸 中1 1:05.36 　横浜サクラ
　ＹＢＧ 2 山本けいと 関東 中2 1:02.45

5 宮嶋ほまれ 九州 中1 1:05.43 　NECGSC溝の口
　福岡ＳＣ 3 大塚　華蓮 東海 中2 1:03.17

6 平井　瑞希 東海 小6 1:05.71 　ｾｲｼﾝ千代田
　コパン鳴海 4 杉山わか菜 近畿 中3 1:03.43

7 中嶋　　碧 北陸 小5 1:05.72 　ＨＯＳ小阪
　ナントＳＣ 5 山木保乃華 近畿 中2 1:03.77

8 中村みなみ 関東 中1 1:06.23 　大東SS
　神奈中ＳＳ 6 渡辺　　杏 東北 中2 1:04.10

9 渡辺　　杜 東北 小6 1:06.63 　セントラル泉
　セントラル泉 7 山崎　萌音 東海 中2 1:04.24

10 伊藤　未来 近畿 中1 1:07.73 　浜名湖ＳＳ
　ﾙﾈｻﾝｽ姫路 8 岩澤　　愛 北陸 中3 1:04.71

11 橋田　実和 四国 小6 1:07.92 　アピア富山
　ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 9 山岸はるか 信越 中2 1:04.76

　ＳＡ柏崎
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10 大井　希莉 四国 中2 1:04.80 No.73 女子 15～18歳 100m バタフライ 予選
　ジャパン高松 15～18歳

11 高橋ハナコ 九州 中2 1:04.88 1 神野　ゆめ 東海 高1 1:01.97
　BIG宮崎 　コナミ杁中

12 須貝　心美 信越 中2 1:05.01 2 後野　真衣 九州 中3 1:02.04
　ＳＡ柏崎 　Ｋｉｔ

13 山田　陽奈 北陸 中3 1:05.23 3 関根　澪央 東海 高2 1:02.10
　高岡ＳＣ 　ＪＳＳ比良

14 辻　　圭音 北海道 中1 1:05.51 4 原　美都紀 近畿 高3 1:02.34
　スコーレ千歳 　コナミ岸和田

15 楳木　麻央 九州 中3 1:05.55 5 國友　芙緒 近畿 高3 1:02.55
　ＸＹＺ別府 　ｻﾝｹｲST

16 荒木　紗弥 四国 中2 1:05.94 6 篠原　明美 北陸 高3 1:02.70
　伊藤ＳＳ 　富山SC東富山

17 原子　奈優 東北 中2 1:06.17 7 菅原　千博 四国 高2 1:02.79
　ヤクルト東 　アズサ松山

18 永坂　紗英 北海道 中1 1:09.36 8 山岸　琴美 信越 中3 1:02.83
　ＪＳＳ岩見沢 　ＩＳＣ飯田

9 中島千咲代 東北 高2 1:02.87
No.72 男子 13～14歳 100m バタフライ 予選 　ＪＳＳ盛岡
13～14歳 10 塩澤　穂香 中国 高3 1:04.06

1 山田　啓史 近畿 中2 57.20 　倉吉Ｓ
　NSIユニティ 11 灰野　梨央 信越 高3 1:04.32

2 加藤　晃成 東海 中3 57.76 　ダッシュ新潟
　豊橋ＳＳ 12 明里　美空 関東 高1 1:04.66

3 新開　誠也 九州 中2 57.84 　藤村ＳＳ
　Nb 13 山本くるみ 関東 高1 1:04.87

4 神尾　至輝 関東 中2 57.93 　NECGSC溝の口
　NECGSC玉川 14 加藤木美咲 北陸 中3 1:04.88

5 大高　碧斗 北海道 中3 58.11 　ＫＴＰつるが
　ＪＳＳ清田 15 佐藤ゆずか 東北 高1 1:05.68

6 上杉　了以 中国 中1 59.10 　ＫＳＧ東北
　ＪＳＳ米子 16 岡田　　慶 九州 高3 1:06.19

7 植屋　日志 東海 中3 59.26 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ香椎
　磐田カルチャ 17 角岡　　爽 四国 高2 1:06.77

8 羽生　朝喜 信越 中2 59.38 　NSP高知
　アクシー巻

9 毛利慎之介 北陸 中2 59.41 No.74 男子 15～18歳 100m バタフライ 予選
　おおいアクア 15～18歳

10 津端　宏侑 信越 中2 59.74 1 團　　頌太 近畿 高3 55.60
　ダッシュ三条 　コナミ八幡

11 村井　志瞳 四国 中2 59.95 2 松田　武大 近畿 高3 56.28
　ジャパン丸亀 　コナミ西宮

12 千々松琉之介 中国 中3 1:00.11 3 江原　祐太 東北 高3 56.70
　ＯＳＫ岡山 　セントラル泉

13 大加田　凌 四国 中2 1:00.53 4 小林　　拓 東海 高3 56.78
　コミュニティ 　グリーン高台

14 朝比奈倫寛 北陸 中3 1:02.08 5 矢澤　祥太 信越 中3 56.80
　AIM21 　上越正和ＳＳ

15 菅原　海斗 北海道 中2 1:03.54 6 岡島　大志 東海 高3 56.97
　スコーレ旭川 　ＪＳＳ比良

16 林崎　　隼 東北 中2 1:04.31 7 松川　晟士 中国 高1 57.00
　ヤクルト八戸 　ＪＳＳ広島

17 佐々木大弥 東北 中1 1:06.32 8 藤原　育大 九州 高3 57.04
　青森ヤクルト 　福岡ＳＣ

永井　悠介 近畿 中3 棄権 9 岩田　康雅 四国 高3 57.38
　ｾﾝﾄﾗﾙ太秦 　ジャパン丸亀

10 岡村　侑磨 北海道 高2 57.59
　JF帯広

11 奥田　真也 四国 高3 57.85
　ハッピー阿南
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12 樽谷　紘輝 北陸 高2 57.98 8 森田　鉄平 四国 中1 59.47
　高岡ＳＣ 　ＷＡＭＳＴ

13 川上　翔大 関東 高3 58.47 9 長谷部涼平 東海 中1 59.49
　ｻｷﾞﾇﾏSCM 　本巣ＳＳ

14 池田　　裕 北陸 高2 58.79 10 鈴木　大斗 東北 小6 1:00.07
　金沢ＳＣ西泉 　秋田ＡＣ

15 工藤　柊斗 東北 高2 59.51 11 赤平　竜郷 東北 小6 1:00.17
　青森ヤクルト 　ヤクルト東

16 嶋田　滉太 北海道 高3 1:01.41 12 山本　海利 四国 小6 1:00.33
　テーオーＳＣ 　コナミ高知

13 有本凜迦一 近畿 小6 1:00.48
No.75 女子 11～12歳 100m 自由形 予選 　アリタＳＣ
11～12歳 14 宮元　　悟 九州 中1 1:00.56

1 小野　春花 近畿 中1 1:00.87 　エルグＳＳ
　ＫＴＶ豊中 15 佐々木瑞翔 北海道 小6 1:02.10

2 加藤　紗菜 東海 中1 1:01.45 　ＪＳＳ清田
　コナミ杁中

3 大林　妃亜 四国 中1 1:01.60 No.77 女子 13～14歳 100m 自由形 予選
　坂出伊藤ＳＳ 13～14歳

4 山口　愛華 東海 小6 1:01.67 1 梅木　陽向 近畿 中2 57.98
　東邦ＳＣ 　大東SS

5 南　　緩菜 近畿 中1 1:01.99 2 片山　珠里 近畿 中2 59.30
　マコトSC泉南 　ﾙﾈｻﾝｽ神戸

6 中池　菜緒 北陸 中1 1:02.00 3 弘中　花音 中国 中1 59.77
　金沢SC三十苅 　周南ＳＣ

7 本間　彩桜 信越 小6 1:02.45 4 丸山　にこ 北陸 中2 59.90
　アクシー巻 　ナントＳＣ

8 澤﨑　舞衣 関東 小6 1:02.95 5 山田　茅帆 東海 中2 1:00.01
　ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 　ＢＩＧ棒屋

9 高原　桜唯 九州 中1 1:03.30 6 有村　咲希 九州 中3 1:00.34
　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住 　Nb

10 三條　　愛 信越 中1 1:03.42 7 鈴木　彩心 関東 中1 1:00.37
　JSSジャンボ 　Nagatsuta.SC

10 西岡　泉美 四国 小6 1:03.42 8 平野　佐季 北陸 中2 1:00.41
　南海ＤＣ 　ナントＳＣ

12 橋爪　京香 北陸 小6 1:03.71 9 髙田　深晴 九州 中1 1:00.45
　アミューＳＣ 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住

13 佐藤　　苺 北海道 小6 1:04.67 10 佐藤　　愛 信越 中3 1:00.75
　ＪＳＳ清田 　アクシー亀田

14 菅原　向葵 東北 小6 1:05.46 11 北島　伽澄 東海 中3 1:00.83
　ＪＳＳ盛岡 　ハマスポ

15 笹本　雪那 北海道 中1 1:05.71 12 三久　翠子 四国 中2 1:01.24
　スコーレ旭川 　ＯＫＳＳ

16 小野寺胡桃 東北 小6 1:06.67 13 山﨑　千瑶 関東 中3 1:01.37
　ＪＳＳ青山 　藤村ＳＳ

14 戎　　真花 四国 中1 1:01.45
No.76 男子 11～12歳 100m 自由形 予選 　コミュニティ
11～12歳 15 清水　麗愛 信越 中1 1:01.48

1 松居　颯真 北陸 小6 57.25 　ＡＦＡＳ伊那
　ナントＳＣ 16 木村　花奏 北海道 中2 1:02.47

2 竹内　聖人 中国 中1 57.47 　ＪＳＳ岩見沢
　オーバル総社 16 野村　真滉 東北 中3 1:02.47

3 小池　貴之 近畿 中1 57.77 　青森ヤクルト
　ﾙﾈｻﾝｽ神戸 18 吉田　春月 北海道 中1 1:02.50

4 加藤　吉浩 信越 中1 57.85 　スコーレ千歳
　ダッシュ新津 19 後藤　来未 東北 中2 1:02.81

5 増田　莉蔵 東海 中1 58.13 　ＫＳＧ東北
　浜名湖ＳＳ 煙草谷さくら 中国 中1 棄権

6 中田秀次郎 北陸 中1 58.28 　周南ＳＣ
　富山ＳＣ

7 佐藤　琥珀 信越 中1 58.50
　ＪＳＳ長岡
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No.78 男子 13～14歳 100m 自由形 予選 10 渡辺　三空 九州 高2 59.75
13～14歳 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ古賀

1 柳本幸之介 九州 中3 52.77 11 時松　桃花 九州 高2 1:00.21
　ビート唐津 　BIG宮崎

2 林　　大輝 近畿 中3 54.02 12 木村　優香 東北 高2 1:00.28
　枚方ＳＳ 　アシスト

3 清水　歩空 近畿 中3 54.15 13 岩間　薫乃 四国 高3 1:00.72
　コナミ西宮 　南海ＤＣ

4 木村 修梧 東北 中3 54.34 14 山寺　舞果 北陸 中3 1:00.93
　ＳＡ五所川原 　金沢ＳＣ西泉

5 山本　麻尋 北海道 中3 54.55 15 千葉すみれ 東北 高3 1:01.06
　ＪＳＳ登別 　ＳＡ一関

6 加藤多雄宇 東北 中3 54.80 16 中川湖乃美 北海道 高1 1:02.13
　ＪＳＳ南光台 　JF帯広

7 袴田　琉勢 東海 中3 54.87
　浜名湖ＳＳ No.80 男子 15～18歳 100m 自由形 予選

8 坂本　琉耶 東海 中2 54.96 15～18歳
　みなとＳＳ 1 田中　大寛 九州 高2 52.28

9 三宅　琉暉 中国 中2 55.31 　ＸＹＺ別府
　オーバル総社 2 武田　力紀 東海 高3 52.44

10 幸津　　成 四国 中3 55.66 　ＪＳＳ比良
　ＯＫＳＳ 3 小島健太郎 四国 高3 52.67

11 中村　夢多 信越 中2 55.82 　ハッピー阿南
　ＢＭＳ小諸 4 北木　義仁 東海 高3 53.04

12 碓井　創太 北陸 中2 56.11 　東部ＳＳ
　滑川ＳＣ 5 才藤　恭平 北陸 高3 53.19

13 西川　知希 関東 中2 56.24 　富山ＳＣ
　カワサキＳＣ 5 村田　勇輝 近畿 高3 53.19

14 齋藤　利明 信越 中2 56.55 　マコトSC和泉
　アクシー東 7 鈴木　基心 信越 高1 53.29

15 北村　昂大 四国 中1 56.71 　上越正和ＳＳ
　サンダーＳＳ 8 前野　志門 北海道 高3 53.30

16 敦嶋　栄伍 北陸 中2 56.88 　滝川ＭＳＣ
　JSS金沢駅西 9 重本孝太郎 近畿 高1 53.51

17 内野　　隼 関東 中1 57.09 　ＪＳＳ三木
　ｻｷﾞﾇﾏSCM 10 松橋　一吹 信越 高2 53.63

18 仮屋　陽貴 中国 中2 57.27 　アクシー巻
　オーバル総社 11 多田　貴資 四国 高1 53.70

19 岡安　莞高 北海道 中3 1:00.06 　ＯＫＳＳ
　JF帯広 12 間所　大貴 北陸 高3 53.75

　コパンベル
No.79 女子 15～18歳 100m 自由形 予選 13 関澤　京吾 関東 高3 53.79
15～18歳 　NECGSC溝の口

1 難波　実夢 近畿 高1 57.45 14 和田　廉央 九州 高3 54.03
　MGニッシン 　志布志ＤＣ

2 神野　ゆめ 東海 高1 57.77 15 伊藤　康太 東北 中3 54.08
　コナミ杁中 　ヤマザワ

2 ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ 北海道 高1 57.77 16 伊藤　瞭太 関東 高3 54.12
　ＳＡシーナ 　NECGSC玉川

4 武中香奈枝 近畿 高2 58.53 17 西田　拓郎 中国 高2 54.13
　ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 　蔵王ＳＳ

5 竹内　愛貴 東海 高3 59.00 18 熊谷　栞汰 東北 高3 54.24
　ＢＯＸ豊川 　ＪＳＳ盛岡

6 菅原　千博 四国 高2 59.29 19 富田　海斗 北海道 高3 57.29
　アズサ松山 　ＪＳＳ登別

7 今牧まりあ 信越 高2 59.48
　ＩＳＣ飯田 No.81 女子 11～12歳 100m 背泳ぎ 予選

8 仲井　美玖 北陸 中3 59.54 11～12歳
　富山ＳＣ 1 小西　　新 九州 小6 1:05.48

9 坂本　愛佳 信越 高2 59.67 　ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ
　アクシー東 2 加藤　紗菜 東海 中1 1:08.09

　コナミ杁中
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3 宮津　優羽 東海 中1 1:08.10 2 廣橋　諒人 東海 中3 1:00.96
　浜名湖ＳＳ 　浜名湖ＳＳ

4 赤穂　季奈 近畿 中1 1:08.60 3 髙内　愛斗 東北 中3 1:01.00
　ｾﾝﾄﾗﾙみなと 　ヤマザワ

5 芝　　怜菜 四国 小6 1:08.88 4 坂本　琉耶 東海 中2 1:01.25
　五百木ＳＣ 　みなとＳＳ

6 森崎安加里 東北 小6 1:09.76 5 長友　琉生 九州 中2 1:01.35
　セントラル泉 　西日本宮崎

7 上野　杏奈 近畿 中1 1:10.13 6 前田　駿太 近畿 中3 1:01.78
　コナミ八幡 　ﾙﾈｻﾝｽ神戸

8 大高千代子 四国 小6 1:10.38 7 奥野　平太 近畿 中2 1:02.26
　サンダーＳＳ 　ＮＡＣＬ

9 山本　咲幸 北海道 小6 1:11.06 8 仮屋　陽貴 中国 中2 1:02.78
　ＪＳＳ登別 　オーバル総社

10 髙橋　雪葵 中国 小6 1:11.91 9 高井　紅弥 北陸 中3 1:02.94
　オーバル玉野 　富山ＳＣ

11 津端　　舞 信越 小6 1:13.06 10 吉田修一朗 東北 中2 1:03.03
　ダッシュ三条 　ＪＳＳ盛岡

12 浅利　夕蘭 東北 中1 1:13.44 11 窪田　雄斗 四国 中2 1:04.33
　ヤクルト弘前 　フィッタ松山

13 岩井　彩菜 北陸 小5 1:13.90 12 中田　青空 北陸 中2 1:05.21
　JSS金沢駅西 　富山ＳＣ

14 小林　優香 北陸 小6 1:14.43 13 藤原　優斗 四国 中2 1:05.27
　新田塚SS大野 　ｴﾘｴｰﾙSRT

14 東出　海秀 北海道 中2 1:07.98
No.82 女子 13～14歳 100m 背泳ぎ 予選 　函館サンＳＣ
13～14歳

1 芝　　咲菜 四国 中2 1:05.43 No.84 女子 15～18歳 100m 背泳ぎ 予選
　五百木ＳＣ 15～18歳

2 佐藤　　鼓 中国 中3 1:05.48 1 秀野　由光 四国 高2 1:04.15
　プリオール 　五百木ＳＣ

3 中島　芽郁 東海 中1 1:05.89 2 伊藤亜香利 東海 中3 1:04.57
　ﾙﾈｻﾝｽ沼津 　浜名湖ＳＳ

4 杉山菜々美 近畿 中2 1:05.96 3 渡会　円香 近畿 高1 1:04.68
　ＪＳＳ八尾 　京都踏水会

5 藤田　彩花 北海道 中3 1:06.49 4 井上　結貴 九州 高2 1:04.72
　JF音更 　ﾋﾞｰﾄ北九州

6 芳村　りこ 東海 中2 1:06.63 5 伊與田萌々 東海 高3 1:05.25
　ＫＬ春日井 　名古屋ＳＣ

7 森田　奈々 関東 中1 1:06.80 6 桑村　七海 四国 高2 1:05.81
　Ａ＆Ａ西東京 　五百木ＳＣ

8 下田　彩葉 中国 中2 1:06.95 7 青塚　美澪 東北 高2 1:05.85
　ＪＳＳ大州 　ユースポーツ

9 西柳　　凜 九州 中2 1:07.49 8 佐藤　　柊 信越 高2 1:06.02
　ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ 　ＩＳＣ飯田

10 武田とぼり 近畿 中2 1:07.86 9 沢田　海音 東北 高2 1:06.20
　京都踏水会 　秋田ＡＣ

11 李　　慧京 信越 中2 1:08.13 10 佐賀野千穂 北海道 高3 1:06.87
　ＳＡＭ中央 　函館サンＳＣ

12 工藤　佳奈 東北 中3 1:08.86 11 土本　夕愛 北陸 高1 1:06.98
　ＪＳＳ南光台 　金井学園ＳＣ

13 種　　詩葉 北陸 中3 1:08.94 12 越智　夏織 北陸 中3 1:07.52
　アピア富山 　アピア富山

14 村上　結莉 東北 中2 1:10.09 13 枡井　　萌 中国 高1 1:09.51
　ＪＳＳ青山 　ダイクレＳＣ

15 浅井　柚来 北陸 中2 1:10.26 14 宮下　夏音 北海道 中3 1:12.26
　オーパス高岡 　根室ＳＣ

No.83 男子 13～14歳 100m 背泳ぎ 予選 No.85 男子 15～18歳 100m 背泳ぎ 予選
13～14歳 15～18歳

1 寺川琉之介 九州 中1 1:00.92 1 西小野皓大 九州 中3 57.83
　ビート伊万里 　メルヘン鹿屋
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2 山元　悠叶 近畿 高3 58.37
　ｾﾝﾄﾗﾙ太秦 16 辻　　圭音 北海道 中1 2:31.99

3 増田　賢吾 東海 高3 58.63 　スコーレ千歳
　ＢＯＸ豊川

4 森　　海斗 北陸 高3 58.84 No.87 男子 13～14歳 200m 個人メドレー Ｔ決勝
　ＳＡ松任 13～14歳

5 早坂　　亮 信越 高2 59.09 1 北村　峻聖 近畿 中3 2:07.91
　ダッシュ新津 　ﾙﾈｻﾝｽ姫路

6 瀬﨑　勇宇 東海 高3 59.28 2 殿村慎之輔 北陸 中3 2:08.64
　名古屋ＳＣ 　オーパス高岡

7 西田　拓郎 中国 高2 59.37 3 小峯　輝羅 近畿 中2 2:10.75
　蔵王ＳＳ 　ＳＵＮ網干

8 長野　　巧 関東 高3 59.40 4 上田　滉貴 北陸 中2 2:10.95
　NECGSC玉川 　富山SC東富山

9 田中　逸爽 北陸 高1 59.56 5 菊池　幹大 東北 中3 2:11.07
　富山ＳＣ 　ＳＡ一関

10 三原　一真 四国 高2 59.64 6 上川畑　英 関東 中2 2:12.04
　ジャパン高松 　田園SS

11 辻野　優輝 近畿 高1 59.72 7 引地　元気 九州 中2 2:12.81
　ｾﾝﾄﾗﾙみなと 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住

12 中原　樹人 東北 高3 59.73 8 木下　侑馬 東海 中2 2:12.99
　秋田ＡＣ大曲 　ＢＩＧアミ

13 辻山　歩夢 東北 高2 1:00.13 9 新井　紫恩 北海道 中3 2:13.50
　ＳＡ一関 　JF帯広

14 木村佳寿帆 信越 高2 1:00.48 10 植屋　日志 東海 中3 2:13.82
　ＡＦＡＳ伊那 　磐田カルチャ

15 阿部　陽平 四国 高1 1:01.41 11 氏原　拓人 四国 中2 2:14.37
　ＯＫＳＳ 　ジャパン高松

12 大塚　　心 関東 中1 2:15.68
No.86 女子 13～14歳 200m 個人メドレー Ｔ決勝 　神奈中ＳＳ
13～14歳 13 鈴木　俊平 東北 中3 2:19.57

1 大塚　華蓮 東海 中2 2:20.72 　大館ＳＳ
　ｾｲｼﾝ千代田 14 寺川琉之介 九州 中1 2:19.84

2 中川　果音 東海 中2 2:21.60 　ビート伊万里
　名古屋ＳＣ 15 三澤　直也 中国 中2 2:19.91

3 弘中　花音 中国 中1 2:23.63 　ＳＦ鳥取
　周南ＳＣ 16 永　　悠璃 北海道 中2 2:22.10

4 三浦　彩花 近畿 中2 2:23.84 　ＪＳＳ登別
　ADカツラギSS

5 根上　雪華 近畿 中3 2:24.62 No.88 女子 15～18歳 200m 個人メドレー Ｔ決勝
　ﾙﾈｻﾝｽ姫路 15～18歳

6 本間　七夏 関東 中1 2:25.04 1 東　みずき 東海 高2 2:19.23
　神奈中ＳＳ 　ＢＯＸ豊川

7 佐藤　紫苑 信越 中3 2:25.56 2 中村菜々穂 東海 高1 2:19.29
　ＩＳＣ飯田 　ＢＩＧ棒屋

8 辻山　小珀 東北 中2 2:26.12 3 國友　芙緒 近畿 高3 2:19.74
　ＳＡ一関 　ｻﾝｹｲST

9 佐藤　　鼓 中国 中3 2:27.00 4 宮崎菜々子 九州 高1 2:20.42
　プリオール 　桜泳小郡三国

10 斉藤菜々子 北陸 中1 2:27.70 5 西牟田茉鈴 近畿 高2 2:21.78
　ＳＡ松任 　ジェル北野田

11 宮原　胡春 北陸 中2 2:28.20 6 森　　　慈 中国 高1 2:22.95
　新田塚SS大野 　ＪＳＳ米子

12 楳木　麻央 九州 中3 2:29.48 7 松木　琴美 四国 高2 2:23.07
　ＸＹＺ別府 　ZEYO-ST

13 沖津　悠奈 四国 中2 2:29.71 8 仲井　美玖 北陸 中3 2:23.58
　ＯＫＳＳ 　富山ＳＣ

14 西ノ内春々 四国 中2 2:30.22 9 枡井　　萌 中国 高1 2:24.42
　ZEYO-ST 　ダイクレＳＣ

15 山田　麗真 東北 中2 2:30.89 10 今泉　沙彩 東北 高3 2:24.47
　ヤクルト東 　ヤクルト八戸
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11 高原　彩花 九州 高1 2:26.05 3 松井　理宇 九州 1:49.63
　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住 宮元　　悟 　九州

12 井上　紗奈 四国 中3 2:26.52 宮嶋ほまれ
　南海ＤＣ 川村妃奈乃

13 伏屋　結月 北陸 中3 2:27.92 4 加藤　吉浩 信越 1:50.39
　ＳＡ松任 堀内　　光 　信越

14 浅沼　芽依 東北 中3 2:31.10 本間　彩桜
　ＪＳＳ盛岡 三條　　愛

15 八嶋　菜月 北海道 高1 2:36.46 5 森田　鉄平 四国 1:51.44
　根室ＳＣ 上原　佳悟 　四国

大林　妃亜
No.89 男子 15～18歳 200m 個人メドレー Ｔ決勝 中西　美優
15～18歳 6 鈴木　大斗 東北 1:51.97

1 藤原　育大 九州 高3 2:03.52 渡辺　　杜 　東北
　福岡ＳＣ 菅原　向葵

2 田中　万葉 中国 高3 2:05.82 鈴木　湊人
　ダイクレＳＣ 7 香川　凜人 北陸 1:52.59

3 平野　洋康 北陸 高1 2:06.43 音　　晴哉 　北陸
　ナントＳＣ 角谷　羽菜

4 三浦　恵太 東海 高3 2:06.44 橋爪　京香
　ＢＯＸ豊川 8 竹内　聖人 中国 1:55.46

5 藤田　斗優 九州 高2 2:06.63 高岡　晃大 　中国
　福岡ＳＣ 髙橋　雪葵

6 平野　柊生 近畿 高3 2:06.66 岩間　優璃
　ｻﾝｹｲST 9 佐藤　　苺 北海道 1:57.01

7 佐藤　貴道 中国 高1 2:08.38 出雲さくら 　北海道
　ＳＴＹ・ＳＣ 松井　脩真

8 伊藤　悠杏 東北 高3 2:08.61 松浦倫太郎
　ＳＡ一関

9 岡島　大志 東海 高3 2:08.91 No.92 混合 15～18歳 4×50m フリーリレー Ｔ決勝
　ＪＳＳ比良 15～18歳

10 山下　　諒 東北 高3 2:08.93 1 髙須賀　隼 近畿 1:39.65
　ヤクルト八戸 武中香奈枝 　近畿

11 皆川　隼人 信越 高2 2:10.48 難波　実夢
　ＳＡ小千谷 山元　悠叶

12 森　　海斗 北陸 高3 2:10.50 2 別所　　輝 東海 1:39.86
　ＳＡ松任 北木　義仁 　東海

13 中林　雄大 関東 高1 2:11.00 戸田　菜月
　Nagatsuta.SC 土井　香凜

14 長牛　太佑 近畿 高1 2:12.33 3 田中　大寛 九州 1:41.12
　京都踏水会 仮屋　美邑 　九州

15 渡辺　翔大 四国 中3 2:12.63 井上　結貴
　サンダーＳＳ 西小野皓大

16 棚田　　陸 北海道 高1 2:12.80 4 末永　亨馬 関東 1:41.51
　JF帯広 関澤　京吾 　関東

17 大内　一晟 四国 高3 2:13.11 山本くるみ
　石原ＳＣ 猪狩　彩奈

18 飯田　湧太 信越 高2 2:14.59 5 近江ハリー 信越 1:42.18
　上越正和ＳＳ 鈴木　基心 　信越

19 鷹松　翔希 北海道 中3 2:21.55 今牧まりあ
　ＪＳＳ岩見沢 坂本　愛佳

6 小島健太郎 四国 1:42.23
No.90 混合 11～12歳 4×50m フリーリレー Ｔ決勝 竹内　稜翔 　四国
11～12歳 菅原　千博

1 増田　莉蔵 東海 1:48.50 岩間　薫乃
加藤　紗菜 　東海 7 才藤　恭平 北陸 1:42.39
米田　愛菜 間所　大貴 　北陸
尾関　啓太 清水　奈月

2 濵野　美海 近畿 1:49.61 井山　美鈴
有本凜迦一 　近畿
小池　貴之
南　　緩菜
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8 千葉すみれ 東北 1:42.72 No.95 女子 13～14歳 100m 平泳ぎ 決勝
江原　祐太 　東北 13～14歳
熊谷　栞汰 1 石渡　　遥 東海 中2 1:10.86
木村　優香 　名古屋ＳＣ

9 ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ 北海道 1:43.18 2 曽我部菜々 近畿 中2 1:11.16
山下　俊哉 　北海道 　枚方ＳＳ
前野　志門 3 安岡　　華 関東 中3 1:13.59
佐賀野千穂 　新代田ＳＳ

10 田中　万葉 中国 1:48.86 4 松本　悠里 近畿 中1 1:13.76
塩澤　穂香 　中国 　コナミ西宮
平林　優花 5 酒井　郁帆 東海 中2 1:14.46
杉井　郁哉 　平針ＳＳ

6 吉岡　美和 北陸 中2 1:14.89
No.93 女子 11～12歳 100m 平泳ぎ 決勝 　富山SC東富山
11～12歳 7 大井　希莉 四国 中2 1:15.08

1 有元　優菜 九州 小6 1:14.31 　ジャパン高松
　メルヘン川内 8 時岡　佑里 北陸 中3 1:15.19

2 吉本　早希 近畿 中1 1:14.37 　ＫＴＰつるが
　ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ彩の台 9 真鍋　志穂 九州 中3 1:16.49

3 中村みなみ 関東 中1 1:14.63 　飯塚ＳＳ
　神奈中ＳＳ 10 福岡　　碧 東北 中2 1:17.08

4 岡元　羽海 近畿 小6 1:14.92 　青森ヤクルト
　ＪＳＳりもね

5 佐藤　琴美 関東 小5 1:15.67 No.96 男子 13～14歳 100m 平泳ぎ 決勝
　のぼりとＳＣ 13～14歳

6 小山　風香 信越 小6 1:15.96 1 大日向海斗 北海道 中3 1:04.80
　ＳＡ柏崎 　稚内ＳＣ

7 山下　冬華 東海 中1 1:16.82 2 川人　玲温 四国 中2 1:05.10
　桑名水泳ｸﾗﾌﾞ 　ＯＫＳＳ

8 高島　奈々 東海 中1 1:16.87 3 成瀬　叶来 東海 中3 1:05.61
　コナミ蒲郡 　岡崎竜城ＳＣ

9 岩間　優璃 中国 中1 1:18.13 4 神園　航平 近畿 中2 1:06.81
　倉吉Ｓ 　ＮＳＩ古川橋

10 水上　瑠理 信越 中1 1:18.73 5 永井　猛登 東海 中3 1:06.98
　JSSジャンボ 　サンながら

6 朝比奈倫寛 北陸 中3 1:07.09
No.94 男子 11～12歳 100m 平泳ぎ 決勝 　AIM21
11～12歳 7 稲澤　駿斗 北陸 中2 1:07.27

1 中田秀次郎 北陸 中1 1:08.74 　おおいアクア
　富山ＳＣ 8 丸山　碧斗 近畿 中2 1:07.40

2 和田　望実 東海 中1 1:09.11 　NSI Taiken
　豊橋ＳＳ 9 三澤　直也 中国 中2 1:08.20

3 尾関　啓太 東海 中1 1:10.91 　ＳＦ鳥取
　ＪＳＳ比良 10 伊須　新太 四国 中3 1:08.21

4 上原　佳悟 四国 中1 1:11.24 　南海ＤＣ
　ＷＡＭＳＴ

5 相﨑　隆成 信越 中1 1:11.33 No.97 女子 15～18歳 100m 平泳ぎ 決勝
　ＪＳＳ長岡 15～18歳

6 戸谷　柊太 近畿 小6 1:12.23 1 池田りんか 東海 高1 1:12.35
　ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ彩の台 　ＢＯＸ豊川

7 中村虎太郎 九州 中1 1:12.38 2 安藤　綾美 東海 高3 1:12.45
　WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 　Ｖトピア一宮

8 鎌田望琥人 北陸 小6 1:12.81 3 川縁　　茜 北陸 中3 1:12.52
　高岡ＳＣ 　富山ＳＣ

9 森田　碧大 東北 小5 1:14.33 4 猪狩　彩奈 関東 中3 1:12.59
　セントラル泉 　NECGSC溝の口

10 山下　真翔 東北 小6 1:14.56 5 山﨑　美羽 九州 高3 1:12.69
　アシスト 　原田学園ＳＳ

6 平林　優花 中国 高2 1:12.83
　ＰＡＪＡ
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7 岡田　侑奈 近畿 高2 1:12.90 3 鈴木　湊人 東北 中1 1:02.49
　コナミ三田 　ピュア大和

8 山田　　彩 東北 高2 1:13.69 4 浅原　大輝 近畿 中1 1:02.89
　青森ヤクルト 　JSS高槻中央

9 赤間　明希 東北 高2 1:14.89 5 福家　優陸 近畿 中1 1:03.50
　秋田ＡＣ 　Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ

10 野口　里夏 四国 高1 1:14.98 6 高岡　晃大 中国 中1 1:03.57
　坂出伊藤ＳＳ 　周南ＳＣ

7 中澤　飛翔 信越 中1 1:03.64
No.98 男子 15～18歳 100m 平泳ぎ 決勝 　ナガデン長野
15～18歳 8 土方　遥斗 東海 小6 1:05.79

1 近江ハリー 信越 高2 1:03.17 　平針ＳＳ
　大町ＳＳ 9 松井　脩真 北海道 中1 1:06.13

2 樫根滉太郎 近畿 高3 1:03.31 　スコーレ千歳
　ＨＯＳ小阪 10 西小野泰志 九州 小6 1:06.79

3 森　　圭佑 近畿 高3 1:03.38 　メルヘン鹿屋
　京都踏水会

4 吉田 拓斗 九州 高2 1:03.92 No.101 女子 13～14歳 100m バタフライ 決勝
　フィットピア 13～14歳

5 小泉　龍馬 関東 高1 1:03.99 1 三井 愛梨 関東 中2 1:01.03 ･大会新
　田園SS 　横浜サクラ

6 幸田　太一 四国 高2 1:04.61 2 山本けいと 関東 中2 1:02.15
　ＯＫ藍住 　NECGSC溝の口

7 釜田　起来 東海 高2 1:05.40 3 杉山わか菜 近畿 中3 1:02.55
　レオリブレ 　ＨＯＳ小阪

8 永井　翔太 東海 高2 1:05.47 4 大塚　華蓮 東海 中2 1:02.82
　ＪＳＳ中川 　ｾｲｼﾝ千代田

9 児島龍之真 九州 高3 1:05.75 5 山木保乃華 近畿 中2 1:03.39
　Nb 　大東SS

10 伊藤　祥星 北陸 高2 1:06.05 6 山崎　萌音 東海 中2 1:03.46
　ＳＡ松任 　浜名湖ＳＳ

7 大井　希莉 四国 中2 1:03.97
No.99 女子 11～12歳 100m バタフライ 決勝 　ジャパン高松
11～12歳 8 岩澤　　愛 北陸 中3 1:04.35

1 村山　裕香 近畿 中1 1:04.02 　アピア富山
　ＪＳＳガボ 9 渡辺　　杏 東北 中2 1:04.37

2 高木　　愛 東海 中1 1:04.14 　セントラル泉
　ウィル大口 10 山岸はるか 信越 中2 1:04.82

3 清水　花峰 信越 小6 1:04.43 　ＳＡ柏崎
　長野DS中央

4 宮嶋ほまれ 九州 中1 1:04.70 No.102 男子 13～14歳 100m バタフライ 決勝
　福岡ＳＣ 13～14歳

5 大上詩央里 北陸 中1 1:04.87 1 山田　啓史 近畿 中2 56.83
　ＹＢＧ 　NSIユニティ

6 平井　瑞希 東海 小6 1:05.00 2 加藤　晃成 東海 中3 57.11
　コパン鳴海 　豊橋ＳＳ

7 中嶋　　碧 北陸 小5 1:05.29 3 大高　碧斗 北海道 中3 57.39
　ナントＳＣ 　ＪＳＳ清田

8 中村みなみ 関東 中1 1:05.95 4 神尾　至輝 関東 中2 57.45
　神奈中ＳＳ 　NECGSC玉川

9 渡辺　　杜 東北 小6 1:06.73 5 新開　誠也 九州 中2 58.06
　セントラル泉 　Nb

10 伊藤　未来 近畿 中1 1:07.17 6 上杉　了以 中国 中1 58.31
　ﾙﾈｻﾝｽ姫路 　ＪＳＳ米子

7 毛利慎之介 北陸 中2 59.03
No.100 男子 11～12歳 100m バタフライ 決勝 　おおいアクア
11～12歳 8 植屋　日志 東海 中3 59.58

1 松井　理宇 九州 中1 1:00.69 　磐田カルチャ
　西日本宮崎 9 羽生　朝喜 信越 中2 59.68

2 西尾亮太朗 東海 中1 1:00.97 　アクシー巻
　名鉄ＳＳ半田 津端　宏侑 信越 中2 失格

　ダッシュ三条
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No.103 女子 15～18歳 100m バタフライ 決勝 8 澤﨑　舞衣 関東 小6 1:02.10
15～18歳 　ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼

1 國友　芙緒 近畿 高3 1:01.23 9 高原　桜唯 九州 中1 1:03.63
　ｻﾝｹｲST 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住

2 神野　ゆめ 東海 高1 1:01.32 10 三條　　愛 信越 中1 1:03.78
　コナミ杁中 　JSSジャンボ

3 関根　澪央 東海 高2 1:01.38
　ＪＳＳ比良 No.106 男子 11～12歳 100m 自由形 決勝

4 後野　真衣 九州 中3 1:01.49 11～12歳
　Ｋｉｔ 1 松居　颯真 北陸 小6 56.18

5 篠原　明美 北陸 高3 1:01.91 　ナントＳＣ
　富山SC東富山 2 小池　貴之 近畿 中1 56.50

6 原　美都紀 近畿 高3 1:02.30 　ﾙﾈｻﾝｽ神戸
　コナミ岸和田 3 加藤　吉浩 信越 中1 57.06

7 山岸　琴美 信越 中3 1:02.63 　ダッシュ新津
　ＩＳＣ飯田 4 増田　莉蔵 東海 中1 57.39

8 菅原　千博 四国 高2 1:02.91 　浜名湖ＳＳ
　アズサ松山 5 佐藤　琥珀 信越 中1 58.37

9 中島千咲代 東北 高2 1:02.93 　ＪＳＳ長岡
　ＪＳＳ盛岡 6 中田秀次郎 北陸 中1 58.90

10 塩澤　穂香 中国 高3 1:03.10 　富山ＳＣ
　倉吉Ｓ 7 竹内　聖人 中国 中1 58.92

　オーバル総社
No.104 男子 15～18歳 100m バタフライ 決勝 8 森田　鉄平 四国 中1 59.63
15～18歳 　ＷＡＭＳＴ

1 藤原　育大 九州 高3 54.16 9 長谷部涼平 東海 中1 59.80
　福岡ＳＣ 　本巣ＳＳ

2 團　　頌太 近畿 高3 54.50 10 鈴木　大斗 東北 小6 1:01.00
　コナミ八幡 　秋田ＡＣ

2 松田　武大 近畿 高3 54.50
　コナミ西宮 No.107 女子 13～14歳 100m 自由形 決勝

4 岡島　大志 東海 高3 55.50 13～14歳
　ＪＳＳ比良 1 梅木　陽向 近畿 中2 57.73

5 江原　祐太 東北 高3 55.72 　大東SS
　セントラル泉 2 片山　珠里 近畿 中2 58.77

6 小林　　拓 東海 高3 56.06 　ﾙﾈｻﾝｽ神戸
　グリーン高台 3 山田　茅帆 東海 中2 59.38

7 松川　晟士 中国 高1 56.31 　ＢＩＧ棒屋
　ＪＳＳ広島 3 弘中　花音 中国 中1 59.38

8 矢澤　祥太 信越 中3 56.50 　周南ＳＣ
　上越正和ＳＳ 5 髙田　深晴 九州 中1 59.78

9 岡村　侑磨 北海道 高2 57.44 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住
　JF帯広 6 丸山　にこ 北陸 中2 59.79

10 岩田　康雅 四国 高3 57.49 　ナントＳＣ
　ジャパン丸亀 7 佐藤　　愛 信越 中3 1:00.01

　アクシー亀田
No.105 女子 11～12歳 100m 自由形 決勝 8 鈴木　彩心 関東 中1 1:00.10
11～12歳 　Nagatsuta.SC

1 加藤　紗菜 東海 中1 1:00.48 9 有村　咲希 九州 中3 1:00.31
　コナミ杁中 　Nb

2 小野　春花 近畿 中1 1:00.87 10 平野　佐季 北陸 中2 1:00.33
　ＫＴＶ豊中 　ナントＳＣ

3 山口　愛華 東海 小6 1:00.92 No.108 男子 13～14歳 100m 自由形 決勝
　東邦ＳＣ 13～14歳

4 中池　菜緒 北陸 中1 1:01.04 1 柳本幸之介 九州 中3 52.68
　金沢SC三十苅 　ビート唐津

5 大林　妃亜 四国 中1 1:01.55 2 林　　大輝 近畿 中3 53.05
　坂出伊藤ＳＳ 　枚方ＳＳ

6 南　　緩菜 近畿 中1 1:01.68 3 清水　歩空 近畿 中3 53.61
　マコトSC泉南 　コナミ西宮

7 本間　彩桜 信越 小6 1:02.09 4 木村 修梧 東北 中3 53.73
　アクシー巻 　ＳＡ五所川原
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5 袴田　琉勢 東海 中3 54.68 No.111 女子 11～12歳 100m 背泳ぎ 決勝
　浜名湖ＳＳ 11～12歳

6 加藤多雄宇 東北 中3 54.79 1 小西　　新 九州 小6 1:04.80
　ＪＳＳ南光台 　ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ

7 坂本　琉耶 東海 中2 54.96 2 宮津　優羽 東海 中1 1:08.14
　みなとＳＳ 　浜名湖ＳＳ

8 三宅　琉暉 中国 中2 55.35 3 赤穂　季奈 近畿 中1 1:08.24
　オーバル総社 　ｾﾝﾄﾗﾙみなと

8 山本　麻尋 北海道 中3 55.35 4 芝　　怜菜 四国 小6 1:08.45
　ＪＳＳ登別 　五百木ＳＣ

10 幸津　　成 四国 中3 55.77 5 加藤　紗菜 東海 中1 1:09.18
　ＯＫＳＳ 　コナミ杁中

6 森崎安加里 東北 小6 1:09.54
No.109 女子 15～18歳 100m 自由形 決勝 　セントラル泉
15～18歳 7 上野　杏奈 近畿 中1 1:09.61

1 難波　実夢 近畿 高1 56.45 　コナミ八幡
　MGニッシン 8 大高千代子 四国 小6 1:10.24

2 神野　ゆめ 東海 高1 57.32 　サンダーＳＳ
　コナミ杁中 9 山本　咲幸 北海道 小6 1:11.13

3 武中香奈枝 近畿 高2 58.09 　ＪＳＳ登別
　ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 10 髙橋　雪葵 中国 小6 1:11.95

4 ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ 北海道 高1 58.40 　オーバル玉野
　ＳＡシーナ

5 竹内　愛貴 東海 高3 58.57 No.112 男子 11～12歳 100m 背泳ぎ 決勝
　ＢＯＸ豊川 11～12歳

6 今牧まりあ 信越 高2 58.90 1 山口　哩駈 近畿 中1 1:04.83
　ＩＳＣ飯田 　ｱｲﾗﾝﾄﾞ駒川

7 菅原　千博 四国 高2 59.51 2 髙橋　悠斗 近畿 小6 1:06.29
　アズサ松山 　ﾙﾈｻﾝｽ神戸

8 仲井　美玖 北陸 中3 59.69 3 長谷部涼平 東海 中1 1:07.98
　富山ＳＣ 　本巣ＳＳ

9 坂本　愛佳 信越 高2 1:00.04 4 大島　佑互 東海 小6 1:08.47
　アクシー東 　みなとＳＳ

10 渡辺　三空 九州 高2 1:00.19 5 鈴木　大斗 東北 小6 1:09.09
　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ古賀 　秋田ＡＣ

6 白鳥　航生 東北 小6 1:09.61
No.110 男子 15～18歳 100m 自由形 決勝 　ｻﾝﾌﾙﾄSC
15～18歳 7 村尾　柊人 四国 小6 1:09.98

1 田中　大寛 九州 高2 50.60 　ジャパン高松
　ＸＹＺ別府 8 砂田　昇哩 北陸 中1 1:11.08

2 武田　力紀 東海 高3 51.56 　ＳＡ松任
　ＪＳＳ比良 9 市丸　愛翔 九州 小6 1:11.18

3 小島健太郎 四国 高3 52.11 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島
　ハッピー阿南

4 鈴木　基心 信越 高1 52.13 No.113 女子 13～14歳 100m 背泳ぎ 決勝
　上越正和ＳＳ 13～14歳

5 前野　志門 北海道 高3 52.82 1 芝　　咲菜 四国 中2 1:04.28
　滝川ＭＳＣ 　五百木ＳＣ

6 村田　勇輝 近畿 高3 52.84 2 佐藤　　鼓 中国 中3 1:05.13
　マコトSC和泉 　プリオール

7 北木　義仁 東海 高3 53.18 3 中島　芽郁 東海 中1 1:05.34
　東部ＳＳ 　ﾙﾈｻﾝｽ沼津

8 才藤　恭平 北陸 高3 53.19 4 杉山菜々美 近畿 中2 1:05.36
　富山ＳＣ 　ＪＳＳ八尾

9 重本孝太郎 近畿 高1 53.36 5 森田　奈々 関東 中1 1:06.26
　ＪＳＳ三木 　Ａ＆Ａ西東京

10 松橋　一吹 信越 高2 53.59 6 藤田　彩花 北海道 中3 1:06.30
　アクシー巻 　JF音更

7 芳村　りこ 東海 中2 1:06.55
　ＫＬ春日井

8 下田　彩葉 中国 中2 1:07.66
　ＪＳＳ大州
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9 西柳　　凜 九州 中2 1:07.78 5 森　　海斗 北陸 高3 58.38
　ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ 　ＳＡ松任

10 武田とぼり 近畿 中2 1:09.97 6 早坂　　亮 信越 高2 58.95
　京都踏水会 　ダッシュ新津

7 西田　拓郎 中国 高2 59.41
No.114 男子 13～14歳 100m 背泳ぎ 決勝 　蔵王ＳＳ
13～14歳 8 三原　一真 四国 高2 59.43

1 仮屋　陽貴 中国 中2 59.76 　ジャパン高松
　オーバル総社 9 田中　逸爽 北陸 高1 59.56

2 寺川琉之介 九州 中1 59.82 　富山ＳＣ
　ビート伊万里 10 長野　　巧 関東 高3 59.80

3 廣橋　諒人 東海 中3 59.97 　NECGSC玉川
　浜名湖ＳＳ

4 前田　駿太 近畿 中3 1:00.13 No.117 女子 11～12歳 4×50m フリーリレー Ｔ決勝
　ﾙﾈｻﾝｽ神戸 11～12歳

5 坂本　琉耶 東海 中2 1:00.65 1 米田　愛菜 東海 1:53.10
　みなとＳＳ 加藤　紗菜 　東海

6 髙内　愛斗 東北 中3 1:00.97 渡辺　真央
　ヤマザワ 大嶽　杏奈

7 長友　琉生 九州 中2 1:01.28 2 濵野　美海 近畿 1:53.20
　西日本宮崎 南　　緩菜 　近畿

8 奥野　平太 近畿 中2 1:02.43 安達　真美
　ＮＡＣＬ 村山　裕香

9 高井　紅弥 北陸 中3 1:03.48 3 大上詩央里 北陸 1:54.10
　富山ＳＣ 中嶋　　碧 　北陸

10 吉田修一朗 東北 中2 1:04.61 中池　菜緒
　ＪＳＳ盛岡 橋爪　京香

4 高原　桜唯 九州 1:54.27
No.115 女子 15～18歳 100m 背泳ぎ 決勝 小西　　新 　九州
15～18歳 川村妃奈乃

1 秀野　由光 四国 高2 1:03.04 宮嶋ほまれ
　五百木ＳＣ 5 大林　妃亜 四国 1:55.76

2 伊與田萌々 東海 高3 1:03.38 中西　美優 　四国
　名古屋ＳＣ 西岡　泉美

3 井上　結貴 九州 高2 1:03.84 大高千代子
　ﾋﾞｰﾄ北九州 6 本間　彩桜 信越 1:55.93

4 渡会　円香 近畿 高1 1:03.97 三條　　愛 　信越
　京都踏水会 津端　　舞

5 伊藤亜香利 東海 中3 1:04.27 清水　花峰
　浜名湖ＳＳ 7 澤﨑　舞衣 関東 1:56.56

6 青塚　美澪 東北 高2 1:05.51 中城　心月 　関東
　ユースポーツ 中村みなみ

7 桑村　七海 四国 高2 1:05.78 岩永　愛加
　五百木ＳＣ 8 佐藤　　苺 北海道 1:56.76

8 沢田　海音 東北 高2 1:06.15 出雲さくら 　北海道
　秋田ＡＣ 渡邉穂奈未

9 佐藤　　柊 信越 高2 1:06.29 大木陽向多
　ＩＳＣ飯田 9 渡辺　　杜 東北 1:57.54

10 佐賀野千穂 北海道 高3 1:08.00 菅原　向葵 　東北
　函館サンＳＣ 森崎安加里

小笠原佳穂
No.116 男子 15～18歳 100m 背泳ぎ 決勝
15～18歳 No.118 男子 11～12歳 4×50m フリーリレー Ｔ決勝

1 西小野皓大 九州 中3 57.73 11～12歳
　メルヘン鹿屋 1 中田秀次郎 北陸 1:46.56

2 山元　悠叶 近畿 高3 57.85 松居　颯真 　北陸
　ｾﾝﾄﾗﾙ太秦 香川　凜人

3 増田　賢吾 東海 高3 58.29 音　　晴哉
　ＢＯＸ豊川 2 増田　莉蔵 東海 1:46.81

3 瀬﨑　勇宇 東海 高3 58.29 尾関　啓太 　東海
　名古屋ＳＣ 長谷部涼平

西尾亮太朗
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3 加藤　吉浩 信越 1:47.24 9 渡辺　　杏 東北 4:10.03
堀内　　光 　信越 工藤　佳奈 　東北
佐藤　琥珀 野村　真滉
中澤　飛翔 後藤　来未

4 有本凜迦一 近畿 1:49.35 中国 棄権
小池　貴之 　近畿 　中国
平林　侑島
藤本　遥介 No.120 男子 13～14歳 4×100m フリーリレー Ｔ決勝

5 森田　鉄平 四国 1:50.10 13～14歳
上原　佳悟 　四国 1 清水　歩空 近畿 3:34.33 ･大会新
山本　海利 林　　大輝 　近畿
金田　浩聖 續　　竜成

6 鈴木　大斗 東北 1:50.67 北村　峻聖
鈴木　湊人 　東北 2 袴田　琉勢 東海 3:36.81
吉田　　翔 植屋　日志 　東海
森田　碧大 坂本　琉耶

7 松井　理宇 九州 1:50.73 加藤　晃成
宮元　　悟 　九州 3 柳本幸之介 九州 3:38.71
西小野泰志 寺川琉之介 　九州
市丸　愛翔 永岡　　祥

8 松井　脩真 北海道 1:57.15 引地　元気
松浦倫太郎 　北海道 4 上田　滉貴 北陸 3:39.64
佐々木瑞翔 殿村慎之輔 　北陸
芦澤　星尚 碓井　創太

敦嶋　栄伍
No.119 女子 13～14歳 4×100m フリーリレー Ｔ決勝 5 仮屋　陽貴 中国 3:40.56
13～14歳 三宅　琉暉 　中国

1 梅木　陽向 近畿 3:54.45 上杉　了以
杉山わか菜 　近畿 千々松琉之介
片山　珠里 6 木村 修梧 東北 3:40.79
吉井萌萌花 加藤多雄宇 　東北

2 松崎江里子 東海 3:58.79 庄司　洸雅
清水　結菜 　東海 髙清水清央
山田　茅帆 7 北村　昂大 四国 3:43.51
北島　伽澄 幸津　　成 　四国

3 三井 愛梨 関東 4:01.25 宮中　元輝
山﨑　千瑶 　関東 氏原　拓人
山本けいと 8 山本　麻尋 北海道 3:43.82
鈴木　彩心 大日向海斗 　北海道

4 吉江　桃香 北陸 4:01.30 大高　碧斗
丸山　にこ 　北陸 新井　紫恩
平野　佐季 9 中村　夢多 信越 3:44.09
山川　陽菜 羽生　朝喜 　信越

5 有村　咲希 九州 4:02.76 増田　　陽
髙田　深晴 　九州 齋藤　利明
楳木　麻央 10 西川　知希 関東 3:47.46
西柳　　凜 内野　　隼 　関東

6 佐藤　　愛 信越 4:04.61 上川畑　英
清水　麗愛 　信越 神尾　至輝
佐藤　紫苑
坂爪　　晴 No.121 女子 15～18歳 4×100m フリーリレー Ｔ決勝

7 三久　翠子 四国 4:06.54 15～18歳
戎　　真花 　四国 1 土井　香凜 東海 3:50.75
大井　希莉 竹内　愛貴 　東海
沖津　悠奈 今井　美祈

8 木村　花奏 北海道 4:07.62 神野　ゆめ
吉田　春月 　北海道 2 難波　実夢 近畿 3:52.98
辻　　圭音 松野仁衣奈 　近畿
藤田　彩花 渡会　円香

武中香奈枝



第39回ＪＳＣＡブロック対抗水泳競技大会IN秋田
秋田県立総合プール(50m)
2018年10月7日(日)～10月8日(月)

3 阿部なつき 東北 3:55.37 7 伊藤　康太 東北 3:33.83
木村　優香 　東北 伊藤　悠杏 　東北
千葉すみれ 江原　祐太
青塚　美澪 熊谷　栞汰

4 後野　真衣 九州 3:56.19 8 杉井　郁哉 中国 3:34.20
時松　桃花 　九州 佐藤　貴道 　中国
渡辺　三空 松川　晟士
仮屋　美邑 西田　拓郎

5 篠原　明美 北陸 3:58.07 9 鈴木　基心 信越 3:34.50
井山　美鈴 　北陸 近江ハリー 　信越
山寺　舞果 松橋　一吹
仲井　美玖 早坂　　亮

6 今牧まりあ 信越 3:59.38 10 前野　志門 北海道 3:45.54
坂本　愛佳 　信越 山下　俊哉 　北海道
山岸　琴美 岡村　侑磨
竹田　彩乃 富田　海斗

7 菅原　千博 四国 3:59.79
岩間　薫乃 　四国
湯浅　詩音
井上　紗奈

8 佐賀野千穂 北海道 4:04.10
蝦名　愛梨 　北海道
ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ
中川湖乃美

9 森　　　慈 中国 4:06.89
枡井　　萌 　中国
塩澤　穂香
平林　優花

10 山本くるみ 関東 4:09.83
明里　美空 　関東
猪狩　彩奈
加納　莉帆

No.122 男子 15～18歳 4×100m フリーリレー Ｔ決勝
15～18歳

1 武田　力紀 東海 3:27.62
北木　義仁 　東海
岡島　大志
上山　達也

2 藤原　育大 九州 3:27.71
田中　大寛 　九州
和田　廉央
早﨑　遼真

3 山元　悠叶 近畿 3:30.06
村田　勇輝 　近畿
重本孝太郎
菖池　竜輝

4 平野　洋康 北陸 3:30.45
才藤　恭平 　北陸
田中　逸爽
間所　大貴

5 川上　翔大 関東 3:32.59
伊藤　瞭太 　関東
末永　亨馬
関澤　京吾

6 小島健太郎 四国 3:33.15
多田　貴資 　四国
山﨑　太陽
奥田　真也



第39回ＪＳＣＡブロック対抗水泳競技大会IN秋田
秋田県立総合プール(50m)
2018年10月7日(日)～10月8日(月)

男子総合成績

1位　近畿ブロック　515点
2位　東海ブロック　508点
3位　九州ブロック　293点
4位　北陸ブロック　263点
5位　東北ブロック　180点
6位　信越ブロック　161点
7位　四国ブロック　154点
8位　中国ブロック　136点
9位　関東ブロック　98点
10位　北海道ブロック　84点

女子総合成績

1位　近畿ブロック　566点
2位　東海ブロック　560点
3位　九州ブロック　233点
4位　関東ブロック　213点
5位　北陸ブロック　210点
6位　四国ブロック　195点
7位　信越ブロック　168点
8位　東北ブロック　114点
9位　中国ブロック　87点
10位　北海道ブロック　42点

男女総合成績

1位　近畿ブロック　1081点
2位　東海ブロック　1068点
3位　九州ブロック　526点
4位　北陸ブロック　473点
5位　四国ブロック　349点
6位　信越ブロック　329点
7位　関東ブロック　311点
8位　東北ブロック　294点
9位　中国ブロック　223点
10位　北海道ブロック　126点


