
上澤田宇宙 雫石 髙嶋龍太郎 大宮 畠山侑亜 仙北 下大澤圭太 米内 今福一花 松園 千田悠稀 紫波一 佐藤和樹 厨川 小田大夢 雫石

柳原慎吾 大宮 川口颯 松園 蛇口匠 見前 岩動麟 雫石 有馬希 紫波一 佐々木悠 花巻 長澤彪雅 北上南 及川浩次郎 北陵

久保田剛 大宮 中島展之 滝沢 及川健太 江刺一 菊地涼雅 北陵 南部皓思 北陵 小野寺泰基 北上 木戸口源 紫波一 菅野敬介 仙北

渡部一歩 飯豊 千葉大雅 前沢 照井光 飯豊 兼田康平 松園 小川耕世 紫波一 堀内蒼 紫波一 浅沼悠貴 花巻 坂井謙人 雫石

佐野俊平

長澤彪雅 中村圭吾柳原慎吾 小田大夢 畠山侑亜 浅沼悠貴 及川浩次郎 千田悠稀

堀内蒼 鳰原直樹 齋藤悠人

小栁飛夢 岩動麟 齋藤隆旺 小原翔 関田和也 小川耕世 伊藤蒼太

有馬希 佐々木和生

岩動麟 千田悠稀

蛇口匠

髙嶋龍太郎 高橋弦士 千葉純 佐々木悠 南部皓思

菅野敬介 細田響

大塚利貴 髙橋雅

齋藤隆旺

久保田剛史 上澤田宇宙 菅野敬介 長谷川雄生 菊地涼雅

畠山侑亜

佐藤和樹

２：４８．５２２：３８．１３ ２：４０．９２ ２：４２．２５

丸山湧一朗鳰原直樹 中村圭吾

２００ｍ ﾘﾚｰ

２：１７．１７
大会新記録

２：２６．４８ ２：３２．６４

三浦利祐小栁飛夢

２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

高橋弦士 木戸口源

佐々木悠 長澤彪雅 蛇口匠

浅沼悠貴 佐々木和生 齋藤悠人

坂井謙人 小原翔

１：１８．７８ １：１９．４７

柳原慎吾 上澤田宇宙 有馬希

１：２５．１４

１：１６．０７

花巻

１：２０．０１

雫石

１００ｍ 平泳ぎ

久保田剛史

髙嶋龍太郎

１：２６．１０

１：１２．６３

１：２５．４１

１：２９．２０

１：２０．６７

大宮 紫波第一

１：２２．３０

１：２４．９３

１：１４．９４ １：１５．３９ １：１８．２２

１：３４．７９

１：３１．２９ １：３２．６９ １：３３．０２ １：３３．８４

１：３１．１８ １：３１．３９

５位

１００ｍ 背泳ぎ

１：２７．１１ １：２９．１５ １：２９．１６

１：１２．５４

１００ｍ バタフライ
１：０９．８９

１：００．５９ １：０４．６５ １：０５．５３ １：０５．７５ １：１０．９７

１年男子 1位 ２位 ３位 ４位

仙北 厨川

大宮 雫石
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６位 ７位 ８位

１００ｍ 自由形

北上南 見前

仙北 花巻 北陵 紫波第一

松舘快照井柊小川耕世

２：３７．２４

北上南 見前

２：１９．２０ ２：２３．８７２：０１．６６ ２：０６．５３ ２：１１．０７ ２：１１．２２ ２：１２．７６ ２：１９．０８



照井二千翔 仙北 及川史也 江刺一 桑添陸 花巻 和泉真生 江刺一 川村舜 下橋 佐藤諒一 紫波一 菅原大生 花巻 菅原柊弥 宮守

一戸元喜 下小路 千田悠人 北上南 田口幸太 花巻 中沢文哉 飯岡 赤澤亮 花巻 鎌田海斗 雫石 平澤英士 北陵 舘柳佳朋 紫波一

眞野宇宙 甲子 保坂誠也 黒石野 今野隆哉 大宮 相馬大亮 上田 齋藤伊澄 紫波一 荒屋裕人 河南 小野寺李記 見前 清水端恭典 雫石

梅木遼太 花巻 村上光樹 大宮 小泉勇輝 大宮 栗村優希 江刺一 髙橋潤 前沢 水上広大 紫波一 高橋春孝 厨川 圓子弘武 北陵

菅原大生

１：２１．５６ １：２７．８２

小野寺李記及川慧真

１：２０．６２ １：２６．９８

１：２６．４７ １：２９．６０

１：０５．３９

吉田凌太

伊藤太一

川村祥輝

厨川

今井佑大

金田明日翔

梅木遼太 及川史也 佐藤諒一 小山田航輔 村上高政 大坪完爾

田口幸太 栗村優希 舘柳佳朋 及川拓海 清水端恭典 佐藤真輝

及川慧真 吉田天成 清水端純司 川村祥輝 髙橋春孝

赤澤亮 和泉真生 佐藤諒一 小山田航輔 大坪完爾

和泉真生 齋藤伊澄 一戸元喜 鎌田海斗

１：２５．５２１：２５．０６

紫波第一江刺第一 下小路 厨川

１：１１．９３

１：１４．２６ １：２５．８３

１：１４．２１

１：０２．３１ １：０６．０６

１：１５．７１ １：２０．７７

１：００．３２

１：２１．０９

１：０８．１１ １：０９．８６

０：５９．８３ １：０４．０７ １：０５．５８ １：１１．３３ １：２１．６５

０：５７．６５ １：００．１９ １：０１．９９

５位 ６位 ７位 ８位1位 ２位 ３位 ４位２年男子

１：１９．１８ １：２２．８７

１００ｍ バタフライ

１００ｍ 背泳ぎ

１００ｍ 自由形

１：０７．４２

１００ｍ 平泳ぎ

花巻

今井佑大

田口幸太 及川史也 舘柳佳朋

齋藤伊澄 及川拓海

栗村優希 水上広大

２：２９．５２ ２：３８．２４

２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

佐藤真輝 清水端恭典

一戸元喜 金田明日翔

清水端純司 髙橋春孝 村上高政

伊藤太一

１：５８．０６

花巻

赤澤亮

桑添陸

２：１２．４６

梅木遼太

２：０７．９２ ２：０８．００

北陵見前

平澤英士

雫石 見前

小野寺李記

鎌田海斗

吉田凌太
ﾘﾚｰ

江刺第一 紫波第一 下小路 雫石

２：１５．６２ ２：２２．３０ ２：２３．５５ ２：２５．９１

河本遼樹

圓子翔吾

吉田彩人
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２：１５．２２ ２：１８．１８１：５８．１６ ２：０１．７５ ２：０７．３４

２００ｍ



塚野晃人 上野 佐々木翔哉 厨川 福田惇也 仙北 小笠原裕太 飯岡 高橋大気 厨川 赤坂武蔵 米内 高橋薫 仙北 佐々木秀隆 紫波一

向中野元気 大宮 佐藤廉 上野 遠藤裕希 北陵 松山優希 城西 赤坂大和 米内 髙橋光汰 宮野目 菊池哲 仙北 佐々木秀人 紫波一

寺尾京芽 北松園 小野寺大悟 山田 村上光 下小路 泉山遼介 下橋 村上将希 大宮 八重畑宏多 見前 柴田恵吾 仙北 宮田春良 紫波一

鈴木廉矢 和賀東 小瀬川誠也 下小路 駒込良祐 花巻 太田大智 見前 向井田崚平 松園 熊谷信哉 大宮 田村大 雫石 吉田拓磨 北陵

熊谷政仁 福田惇也 佐々木秀人 石川一希 山形洸太 吉田弘輔

熊谷信哉 高橋薫 佐々木秀隆 根澤広樹 村松裕哉 長内康平

菊池哲 宮田春良 太田大智 遠藤裕希 谷村絃汰

村上将希 柴田恵吾 松本明日希 八重畑宏多 吉田拓磨

向中野元気 菊池哲 山屋裕慈 佐々木秀隆 谷村絃汰

熊谷政仁 福田惇也 石川一希 佐々木秀人 中里伶

１：１２．１７ １：１２．４０ １：１７．１７

村上将希 柴田恵吾 八重畑宏多 宮田春良 吉田弘輔

２：０６．６８ ２：１２．２４ ２：１５．０２

１：２５．２１

中里伶

１：２０．０８

長内康平

２００ｍ ﾘﾚｰ

１：５１．１５ １：５４．４０ ２：０２．１２ ２：０２．１６

大宮 仙北 紫波第一

向中野元気

１：１２．２７１：０９．６３ １：１３．９４

２：３１．９９２：２０．１９

１：１７．３２１：１６．２２ １：２０．３５ １：２５．１８

１００ｍ 背泳ぎ

１００ｍ 平泳ぎ
１：１３．８５ １：１４．２２

１：０５．５７ １：０９．２１

１００ｍ バタフライ
１：１０．０２ １：１０．３２ １：１５．７６

２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

２：０７．４８ ２：１１．３０ ２：１４．３７

６位 ７位

１：０８．７７

１：０３．２０
１００ｍ 自由形

０：５８．８９ １：００．３５ １：０２．０８ １：０２．１７

２位 ３位 ４位 ５位

１：００．９２ １：０２．２０ １：０３．９４ １：０４．０２
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８位

１：０３．３０ １：０５．１４ １：０５．２３

３年男子 1位

大宮 仙北 見前 紫波第一 矢巾

熊谷信哉 高橋薫 太田大智 松本明日希

高橋涼介

竹澤晶

橋場京一

田村大

見前 北陵 矢巾 雫石



及川美翔 北上北 真壁風子 北上南 鈴木愛香 釜石 横田結 下橋 桂畑祐花 北上南 瀧山寧々 河南 柳未来 大宮 永井美帆 紫波一

青木愛 飯豊 村上ほのか 北上南 石杜ななか 見前 芳賀瑠奈 釜石 駒田紗弥菜 厨川 氏家花 見前 中村愛 紫波一 吉田栞南 石鳥谷

野崎晴日 仙北 佐藤和 釜石 鈴木文菜 石鳥谷 相田美咲 雫石 杉渕真白 紫波一 千田彩香 石鳥谷 日下美咲 厨川

八島涼夏 下橋 鶴岡珠愛 釜石 千葉綾乃 釜石 高橋梨乃 厨川 松﨑美冬 北上 及川幸姫 金ケ崎 藤原小夏 花巻 齋藤佳代 下小路

千葉綾乃 清瀬茉紋 鳥屋部あき 佐藤桃花

鈴木愛香 永井美帆 沼田あゆ 千田彩香

芳賀瑠奈 中村愛 村田萌夏 鈴木文菜

鶴岡珠愛 杉渕真白 澤口奈津美 中島いずみ

鈴木愛香 杉渕真白 高橋梨乃 沼田あゆ

中村愛 日下美咲 相田美咲千葉綾乃

鶴岡珠愛 清瀬茉紋 佐々木里奈 鳥屋部あき

芳賀瑠奈 永井美帆 駒田紗弥菜 村田萌夏
２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

２：２３．０８ ２：４５．３８ ２：４８．９８ ３：０１．４２ ３：０３．１４

２００ｍ ﾘﾚｰ

２：０８．６２ ２：２２．１１ ２：３５．３０ ２：３７．５８

１：３３．４６ １：３４．０６ １：３６．５７ １：３７．１１

１００ｍ バタフライ
１：０７．９３ １：１１．０６ １：１２．６３ １：１４．４０

１００ｍ 平泳ぎ
１：２７．７１ １：３０．８４ １：３１．３０ １：３２．３２

１：２６．１７ １：３３．０４

１：３６．９２

１：３７．５８１：１６．８２ ２：０８．９７

４位 ５位

１００ｍ 自由形
１：０２．９０

１００ｍ 背泳ぎ

１：１５．６４

１：０５．７２ １：０６．２０
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２：０３．２１

６位 ７位 ８位１年女子 1位 ２位 ３位

釜石 紫波第一 厨川 雫石 石鳥谷

１：０９．４２ １：０９．６２ １：１１．９４１：０５．２８

１：３６．３６ １：４４．９６

１：０６．８６

１：２７．９８

釜石 紫波第一 雫石 石鳥谷

千田彩香

中島いずみ

吉田栞南

鈴木文菜



吉田亜美 大宮 佐々木恵梨子 仙北 佐藤萌 北上南 千田菜月 飯豊 佐藤七海 紫波一 渡邊舞 石鳥谷 柏倉朱里 北陵 今野千尋 大船渡一

菊池春咲 北上南 齋藤朋香 大宮 森澤沙里菜 下橋 齋藤彩華 仙北 千葉彩 北陵 千葉明莉 紫波一 齋藤菜々子 石鳥谷 工藤芽生 見前

鈴木さくら 和賀東 瀧山菜々 河南 高橋佳乃 大宮 佐藤良流 花巻北 菅野日南 紫波一 熊谷紗椰 紫波一 山屋瞭 見前 櫻木優衣 大宮

山田悠衣 大宮 米内文香 下小路 佐藤華女 湯本 佐々木晴菜 仙北 及川優希奈 水沢南 佐々木由萌 厨川 鱒沢萌衣 紫波一 武蔵優希 大宮

佐々木恵梨子 斎藤珠希 渡邊舞

櫻木優衣 熊谷紗椰 齋藤彩華 戸津優菜 高橋美夢

菅野日南 斎藤珠希 渡邊舞

髙橋佳乃 菅野日南 神谷茉莉花 刈屋友花 齋藤菜々子

武蔵優希 鱒沢萌衣

熊谷紗椰 戸津優菜 畠山咲良

齋藤朋香 佐々木晴菜 佐藤七海 佐々木由萌 高橋美夢

２：２９．９２

２００ｍ ﾘﾚｰ

２：１３．２７ ２：１６．０６

吉田亜美

山田悠衣 佐々木恵梨子 鱒沢萌衣 刈屋友花

２：４０．８４ ２：５１．２５

大宮 紫波第一 仙北 厨川

佐々木晴菜 佐々木由萌

齋藤朋香 佐藤七海

２：００．６２
大会新記録

１００ｍ

２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

２：２９．７７ ２：３６．３４

髙橋佳乃 齋藤彩華

神谷茉莉花

大宮

１：３５．７５

１００ｍ 平泳ぎ
１：２２．２６ １：３０．３４ １：３３．５７１：３１．１１

１：２５．４２ １：２６．９２
１：０８．７２
大会新記録

１：１６．２８１：１４．５４ １：３３．１１ １：３３．９０

１００ｍ 自由形
１：０１．９３

１００ｍ バタフライ
１：０８．８９ １：３６．４３ １：３９．３２

背泳ぎ

２年女子 1位 ２位 ３位 ４位 ５位

１：０４．１１ １：０４．６６ １：０７．９７

１：３５．６１

１：２３．９６

１：１４．１４

１：１２．６０ １：１２．６５ １：３３．６７

１：４３．４７１：３３．８０ １：３９．１５

３：００．３７ ３：０７．０７

畠山咲良

赤坂珠希

舘脇瑞奈
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６位 ７位 ８位

１：１７．７４ １：１９．２６ １：１９．２９

１：４７．７３

仙北 紫波第一 厨川 石鳥谷 見前

石鳥谷 見前

齋藤菜々子

山屋瞭

工藤芽生

山屋瞭

赤坂珠希

舘脇瑞奈

工藤芽生

２：３０．８１ ２：４０．２１



星菜々 大宮 千田優里菜 北上 千葉朱華 北上南 菅原栞 花巻 野崎未空 仙北 嶋田彩佳 紫波一 信夫真歩 紫波一 柏田愛海 花巻

工藤瑞李 大宮 高橋あゆみ 北上南

伊藤海羽 北上南 森山香純 石鳥谷 東條晏奈 下小路 田口芽偉 花巻 菊池芙美子 花巻北 高橋美典 紫波一 内藤仁葵 厨川 菊池夢香 釜石

篠崎聖愛 厨川 坂本璃乃 下小路 三上華海 矢巾北 岡井美結 乙部 菅原ちひろ 紫波一 猫塚哉弥 宮野目 小野寺彩純 北上 佐々木絵未 雫石

川村萌 信夫真歩 竹之内彩 山崎咲保

伊藤海羽 菅原ちひろ 田村瑠菜 吉田安那

千葉朱華 高橋美典 東條晏奈 佐々木絵未

高橋あゆみ 嶋田彩佳 坂本璃乃 工藤由樹子

千葉朱華 竹之内彩 嶋田彩佳 山崎咲保

田村瑠菜 高橋美典 工藤由樹子伊藤海羽

松田珠緒 坂本璃乃 菅原ちひろ 佐々木絵未

高橋あゆみ 東條晏奈 信夫真歩 吉田安那

１：１５．１７ １：１７．１０ １：２５．５５１：２４．３８ １：２６．３９

２：５４．７０

２００ｍ ﾘﾚｰ

２：０５．２７ ２：０８．８３ ２：０９．３６ ２：２３．５３

１：１１．７０

２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

２：２１．２１ ２：２５．３５ ２：２７．５６

１：１１．４９

１００ｍ 平泳ぎ

北上南

１：４２．５６

１００ｍ バタフライ １：０４．３６
大会新記録

１：２１．６３ １：２２．０８ １：２２．９１ １：２５．６２

１：１４．２９ １：１４．３０

１：２７．５２ １：２７．８６ １：３２．９６

５位

１：１４．６６

１００ｍ 背泳ぎ

１：１６．９２

１：０８．１８
大会新記録

１：０９．６０
自由形 ０：５９．８４

大会新記録
１：０４．６８ １：０６．１３ １：０７．３６

３年女子 1位 ２位 ３位 ４位

紫波第一 雫石
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６位 ７位 ８位

１００ｍ

北上南 紫波第一 下小路 雫石

下小路



総合 １位 ２位 ３位

１学年男子 大宮（３９点） 雫石（２９点） 紫波第一（２５点）

２学年男子 花巻（４２点） 江刺第一（３１点） 紫波第一（２３点）

３学年男子 大宮（３１点） 仙北（２６点） 見前（１９点）

総合 １位 ２位 ３位

１学年女子 釜石（４７点） 紫波第一（２１点） 石鳥谷（１９点）

２学年女子 大宮（４７点） 仙北（３０点） 紫波第一（２９点）

３学年女子 北上南（３７点） 下小路（２６点） 紫波第一（２５点）
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