
村上尽太 北陵 荒川謙太 附属

藤田裕史 下橋 関田大輝 上田 小笠原伊織 大宮 岡田慧史 上田 松村修平 城東 吉田輝斗 見前 中野瑛竣 黒石野 中村大和 下小路

本村光ルーク 北松園 木村研太郎 上田 大越諒 北松園

川村裕駿 大宮 大内龍馬 見前 大浦篤 見前 米内駿 北松園 菅野陽介 仙北 熊谷真倫 下小路 高橋幹彦 上田 畠山丈央 北陵

町田哲樹 下小路 鎌田玲暢 上田 大山航 北陵 和田晃 北松園 太田優吾 北松園 野手真広 北陵 菊池諒 黒石野 足立海 下小路

多田宗一郎 見前 齋藤　元 下小路 山村　周 上田 片方優介 北陵 櫻庭朋也 見前 中村昂平 北松園 水島風弥 上田 宮川和大 北陵

石澤直人 仙北 水内勇也 北陵 谷地輝 北陵

小原　鮎 北陵

川村海人 飯岡 中野　駿 上田 佐々木勇貴 下小路 林　　葵 見前 関田裕介 北陵 井戸帝征 北陵

２：４２．５４

櫻庭朋也 町田哲樹 村上尽太 小島礼士

大内龍馬 熊谷真倫 片方優介 山口奨

林　葵

２：１４．０２ ２：１９．６０ ２：１９．９５ ２：４８．０８

２００ｍ ﾘﾚｰ

見前 下小路 北陵 大宮

齋藤　元 宮川和大 川村裕駿

多田宗一郎 菅野航洋 谷地輝 小笠原伊織

関田裕介 齋藤　元 和田　晃 山口　奨

櫻庭朋也

村上尽太 佐々木勇貴 本村光ルーク 小笠原伊織多田宗一郎

林　　葵

片方優介 町田哲樹 中村昂平 小島礼士

見前 北陵 下小路 北松園 大宮

米内　駿 川村裕駿高橋大地

２：３８．４５

熊谷真倫

２：４６．６７ ３：１３．１９２：３３．８６

小原　鮎

１００ｍ バタフライ

１００ｍ 背泳ぎ

５０ｍ バタフライ

５０ｍ 背泳ぎ

１００ｍ 自由形

２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

１００ｍ 平泳ぎ

３位 ４位

２００ｍ 個人メドレー

５位 ６位 ７位 ８位1位 ２位

３：０６．１６ ３：１６．５５

1年男子

４０．８６ ４１．９８

４１．２４ ４１．６３

５０ｍ 平泳ぎ

５０ｍ 自由形
２９．８９ ３１．８３

４３．０７ ４５．４７ ４５．５１ ４７．１２ ４８．３９

３３．６８ ３５．０５ ３５．７８ ３６．３１

４９．２３

４２．９２ ４４．８９ ４７．１９ ４９．８５ ５０．８７ ５１．０７

１：２５．４９

１：１２．２０ １：４３．０５ １：４４．４７

１：１３．８１ １：１４．４０ １：１４．８５ １：１６．７８ １：１８．３８ １：１９．９８ １：２０．２２

１：２１．９１ １：２２．３３ １：２７．３９ １：３２．０９ １：３７．４５ ２：００．２６

１：３９．２６

３６．４８ ３６．６０

４２．１６ ４７．６９ １：０３．１９



藤村優太 大宮 志田涼介 上田

中澤季真 上田 柳田洋介 上田 吉田健登 見前 土橋京侑 厨川 浅沼力丸 大宮 五十嵐駿壱 乙部 福原和樹 見前 畑村亮 米内

手島光彦 大宮 菊池大 仙北 金田歩由夢 厨川

福田陽平 仙北 宮澤佑樹 仙北 谷村康太 見前 十和田光佑 下小路 石川雄一 下橋 山口友祐 下小路 佐藤直樹 北陵 及川日向 北陵

柳雄太 大宮 主濱大裕 厨川 松嶋高 仙北 佐々木皓輔 仙北 佐々木一生 乙部 篠澤航平 下小路 藤原康一郎 下小路 村里湧人 上田

４７．９６ ５１．３７ ５９．０７

佐藤慎二郎 北陵 佐藤八峰 下小路

日澤春樹 北陵 工藤大寛 大宮

村上宏紀 大宮 高橋健太 北陵 湯川風汰 下小路 福田侑也 仙北

手島光彦 佐々木皓輔

村上宏紀 福田侑也 佐藤慎二郎 佐藤八峰

高橋健太 曽根大覚

柳雄太 宮澤佑樹 日澤春樹 壽尚幸

２００ｍ ﾘﾚｰ

大宮 仙北 北陵 下小路

藤村優太 福田陽平 湯川風汰松平竜馬

及川日向

高橋健太

日澤春樹

佐藤慎二郎

宮澤佑樹

福田侑也

菊池大

福田陽平

十和田光佑

佐藤八峰

湯川風汰

曽根大覚

１：５２．９６（大会新） ２：０７．３０ ２：２４．２１

村上宏紀

手島光彦

藤村優太

２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
柳雄太

２：２４．９２ ２：２５．５４ ２：４０．２０ ２：４２．３７

下小路

２：０４．８７（大会新）

北陵 仙北大宮 上田

８位2年男子 1位 ２位 ３位 ４位 ５位

３３．０１ ３５．６５ ３５．８６ ３５．９５

６位 ７位

３６．０５

２００ｍ 個人メドレー
２：２１．５４（大会新） ２：５６．３９

５０ｍ 自由形
３７．２４ ３７．２４ ３９．７８

５０ｍ 平泳ぎ
３３．６４（大会新） ３７．５３ ４３．５０ ４４．８９４３．５０

５０ｍ バタフライ

５０ｍ 背泳ぎ
３４．４６ ４１．１０ ４２．０４ ４８．８５ ４９．３２

３１．４２ ３６．０１ ３６．６５

１００ｍ 自由形
１：０１．８２ １：１９．０８

１００ｍ バタフライ
１：０８．１６ １：１６．１３

１００ｍ 平泳ぎ
１：１０．８３（大会新） １：１８．３０ １：２０．０８

１００ｍ 背泳ぎ

２：１２．４３

１：２１．９６

志田涼介

村里湧人

中澤季真

柳田洋介

５０．２１ ５０．４４ ５１．５５



吉野海希 下小路 上小林大維 北陵

原田裕介 大宮 平野原大貴 仙北 山口隆 厨川 中小路啓 見前 山岸大悟 北陵 中野一樹 北陵 吉崎慧 北松園 新谷涼 下橋

松平昂士 見前 菊池充彦 下小路 熊本知文 北陵

石川海 厨川 小田亮 北陵 田中丈 北陵 藤沢郁哉 下小路

佐々木良希 土淵 高橋拓也 大宮 高橋祐輝 厨川 千田裕己 見前 山口和也 厨川 小野優太郎 下橋 水本雄 下橋 小國頌平 下小路

高野竜晟 下小路 佐藤拓生 北陵

槍澤丘泰 下小路 田頭尚弥 見前

新山賢司 大宮 山本寛介 下小路

蛇口玲 見前 柳広次郎 下橋

田頭尚弥 山岸大悟 小野優太郎

中野一樹 柳広次郎

１：５４．４７ １：５５．３４

槍澤丘泰 中小路啓 新谷涼

吉野海希

２：０９．１８ ２：１５．３３

佐藤拓生
２００ｍ ﾘﾚｰ

下小路 見前 北陵 下橋

菊地充彦 松平昂士

高野竜晟 蛇口玲 上小林大維 水本雄

柳広次郎

水本雄

松平昂士 佐藤拓生 小野優太郎山口隆

高橋祐輝田頭尚弥

６位 ７位 ８位

２００ｍ 個人メドレー
２：２９．５９ ３：０８．４４

3年男子 1位 ２位 ３位 ４位 ５位

５０ｍ バタフライ

３１．９５ ３２．０８ ３２．３９

３１．８７

４５．０７ ４６．６４ １：０１．０５

３４．９５
５０ｍ 自由形

２８．７６ ２９．６０ ２９．６２ ２９．８９

３９．０６

５０ｍ 平泳ぎ
３９．４４ ４０．２５ ４０．８９

４４．３７

５０ｍ 背泳ぎ
３４．４８

４２．５５

１００ｍ 自由形
５７．０７ １：１４．６９

蛇口玲 上小林大維山口和也

１００ｍ バタフライ
１：０４．０８ １：０６．３１

１００ｍ 平泳ぎ
１：０９．５０（大会新） １：２７．６５

１００ｍ 背泳ぎ
１：２１．９７ １：３０．２６

２：０８．１２

２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

見前

山岸大悟

石川海

２：３４．５６ ２：４１．０８２：２３．１６

厨川 北陵 下橋

中小路啓 新谷涼田中丈

４１．２１ ４１．６７ ４２．２２ ４２．７０



岩泉芳奈 大宮 河内雛香 仙北 岡外潮音 厨川 工藤歩惟 北陵 小笠原みなみ 城東 石川菜央 仙北 藤原麻穂 大宮 武藤彩佳 北松園

八島弥春 下橋 齋藤芽衣 下小路 齋藤冴佳 城東

村井恵子 城東 黒澤華織 下小路 柿沼凜 仙北 福岡さつき 上田 鳥谷部明 米内 大沼彩希 北松園

熊谷静紅 河南 畠本麻里子 厨川

米内友美 下小路

藤岡麻生 下小路 伊藤沙樹 下小路

槍澤菜々子 下小路 田中希幸 見前

槍澤菜々子

伊藤沙樹
２００ｍ ﾘﾚｰ

下小路

米内友美

藤岡麻生

藤岡麻生

伊藤沙樹

槍澤菜々子

米内友美

２：３０．３９

６位 ７位 ８位1年女子 1位 ２位 ３位 ４位 ５位

２００ｍ 個人メドレー

５０ｍ 自由形
３１．８７ ３６．４８ ３７．２５３１．９７ ３１．９７ ３５．８６ ３８．０４

５０ｍ バタフライ

３６．４６

５０ｍ 背泳ぎ
３９．０２ ４３．４４ ４３．８４

１：０５．６６ １：３０．３２
１００ｍ 自由形

５０ｍ 平泳ぎ
４５．２６ ４７．２６ ５０．１４ ５３．３１ ５５．１９ １：０２．１６

１００ｍ バタフライ
１：１９．３２

１００ｍ 平泳ぎ
１：１６．３１（大会新） １：４５．８３

１００ｍ 背泳ぎ
１：２７．５９ １：３２．４８

２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

下小路

２：１３．７０



岡石奈菜未 城西 菅原真紀 見前 村田まりな 下橋 坂屋望瑚 北陵

松田佳奈 仙北 向井春霞 厨川 磯村優希 城東 佐藤双葉 厨川 泉里佳 城東 中山千晶 見前 吉田悠子 見前 山岸菜々子 北陵

山崎美紀 下橋 米田美穂 北陵

澤口実歩 厨川 鋤柄華子 見前 藤澤美菜 見前

小田島麻弓 北松園 小笠原楓 厨川 高橋里沙 大宮 内田桃香 大宮 モンロー未来 見前 細野仁美 城東 吉田莉帆 見前 柴崎文葉 下橋

久保田愛梨 大宮 刈屋芽生 城西 岸井咲 見前 高橋花奈 見前 猿橋ひとみ 北陵

菊池恵美 下小路 佐々木清夏 飯岡 氏家茉南 北陵

佐々木麻帆 厨川 中野可奈子 北陵 大森千紘 下小路

山田眞希 大宮 岸本涼乃 見前 近藤奈緒 北陵 田中聡美 北陵 深澤さやか 見前

２：２６．７０

中野可奈子

澤口実歩 久保田愛梨 高橋花奈 細野仁美 猿橋ひとみ 村田まりな

向井春霞 高橋里沙 吉田悠子 泉里佳 中野可奈子 山崎美紀

２：０８．４２ ２：１０．３４ ２：２０．３７

２００ｍ ﾘﾚｰ

厨川 大宮 見前 城東 北陵 下橋

小笠原楓 山田眞希 岸井咲 磯村優希 氏家茉南 獅子内麻莉

山崎美紀

佐々木麻帆 内田桃香 菅原真紀 佐々木千紘 田中聡美 柴崎文葉

山田眞希

２：２５．５６ ２：３１．８８ ２：４８．７９

久保田愛梨

菅原真紀 向井春霞

坂屋望瑚高橋花奈 澤口実歩 獅子内麻莉

岸本涼乃 小笠原楓

氏家茉南

柴崎文葉

６位 ７位 ８位

２００ｍ 個人メドレー
２：３６．１４ ２：５７．１４ ３：３７．７８ ３：５４．２４

2年女子 1位 ２位 ３位 ４位 ５位

４０．１７

５０ｍ バタフライ

３６．７８ ３７．９５ ３８．６７

４４．１１

３５．３１ ４３．８４ ５０．８２

５０ｍ 自由形
３２．９３ ３３．９０ ３４．６８ ３６．２０

１：１５．７０

５６．１０

５０ｍ 平泳ぎ
３９．１９ ３９．４１ ４２．７９

５０ｍ 背泳ぎ

４２．９０ ４７．３４ ４７．９６ ５０．８８

１００ｍ 自由形
１：１２．０２ １：１４．５９ １：１５．６７ １：３５．１７

１００ｍ バタフライ
１：０６．８５（大会新） １：１７．４８ １：３６．２８

１００ｍ 平泳ぎ
１：１８．９５ １：３７．４８ １：５１．５３

１００ｍ 背泳ぎ
１：１５．６２ １：３７．８２ １：３９．０５

２：３４．０１ ２：３４．５０

下橋

３：０５．４６

２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

大宮 見前 厨川 北陵

内田桃香

１：５２．７８ １：５３．８９

高橋里沙

岸井咲 佐々木麻帆

近藤奈緒

村田まりな

２：５５．２８

５２．８３



菊地沙織 北松園 伊藤梨乃 見前

佐々木祐花 仙北 浅沼朱夏 乙部 藤沢菜穂 大宮 佐々木奈那 見前 冨樫一紗 北松園 鏑未来 厨川 田村優奈 厨川 見前

佐々木佳穂 厨川 渋谷恵理菜 厨川 小畑美穂 北松園 玉山若奈 仙北 吉田麻乃 見前 藤村湖々 乙部

３４．０２ ３５．９３ ３６．５９ ３８．００ ４０．５０ ４７．６０

斎藤理菜 厨川 高根優理子 松園 佐々木穂波 北松園 武藤里奈 乙部 細川さきな 乙部

下村真由 厨川 黒澤華世 下小路 三島木愛莉 松園 佐藤眞帆 松園

及川実結 下小路 南幅貴子 大宮 野中麻央 大宮

石山千晴 見前 高橋舞 乙部

深澤茜 見前 三丸真知子 附属 佐々木あゆみ 見前

冨樫一沙

鏑未来 吉田麻乃

石山千晴

２：１４．２１ ２：１８．７８ ２：１８．９２

小畑美穂
２００ｍ ﾘﾚｰ

厨川 見前 北松園

田村優奈 湯佐麻乃

佐々木佳穂 菊地沙織

斎藤理菜 深澤茜 佐々木穂波

渋谷恵理菜 冨樫一紗 湯佐麻乃

下村真由

佐々木佳穂 菊地沙織 伊藤梨乃

６位 ７位 ８位

２００ｍ 個人メドレー
２：４０．５４ ３：２０．０８

3年女子 1位 ２位 ３位 ４位 ５位

５０ｍ バタフライ

３６．３３ ３６．４２ ３８．０７

５０ｍ 背泳ぎ
３３．２７ ３７．０２ ４１．７６ ４９．１５ ５３．３８

５０ｍ 自由形
２９．８４ ３２．９６ ３３．４５ ３６．０６

１００ｍ 自由形
１：０４．８１ １：１７．４７ １：２４．７９

５０ｍ 平泳ぎ
４２．６６ ４８．２２ ４９．１０ ５０．３１

１：２９．９７ １：４７．５４

１００ｍ 背泳ぎ
１：２４.８１ ２：０６．１６

１００ｍ バタフライ

２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

厨川 北松園 見前

１００ｍ 平泳ぎ
１：２１．１０

小畑美穂 深澤茜

佐々木穂波 石山千晴齋藤理菜

２：３４．７７ ２：３８．００２：２０．２２


