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Ｎo 氏名 所属 記録

1 男子 ５０ｍ 自由形 小学生 青塚　美賀琉 チームまぐ 29.66

2 女子 ５０ｍ 自由形 小学生 庄司　百寿 スポーツメイトZAO 31.53

3 男子 ５０ｍ 自由形 中学生 伊藤　成 ピュアスポーツ仙南 27.67

4 女子 ５０ｍ 自由形 中学生 菊地　望希 南吉成中学校 28.87 大会新

5 男子 ５０ｍ 自由形 高校生～20歳代 遠藤　隼斗 白石高校 25.95

6 女子 ５０ｍ 自由形 高校生～20歳代 東海林美貴 T－RACERS 28.96

7 男子 ５０ｍ 自由形 30歳代 坂本　宏己 丸森 34.51

8 男子 ５０ｍ 平泳ぎ 小学生 高橋　零生 宮教大附属小学校 40.27

9 女子 ５０ｍ 平泳ぎ 小学生 髙廣　星那 スポーツメイトZAO 49.92

10 男子 ５０ｍ 平泳ぎ 中学生 関本　裕介 富沢中学校 32.95

11 女子 ５０ｍ 平泳ぎ 中学生 奈良﨑智美 南吉成中学校 38.18

12 男子 ５０ｍ 平泳ぎ 高校生～２0歳代 杉山　雄祐 マルコス仙台支部 32.93

13 女子 ５０ｍ 平泳ぎ 高校生～２0歳代 増子　友香 T－RACERS 42.36

14 男子 ５０ｍ 平泳ぎ 30歳代 角田　雅樹 豊間ＳＣ 33.96 大会新

15 男子 ５０ｍ 平泳ぎ 50歳以上 小笠原　進 東北大学 50.96

16 男子 ５０ｍ バタフライ 小学生 角田　拓人 豊間ＳＣ 37.69

17 女子 ５０ｍ バタフライ 小学生 折笠　衣純 チームsky 33.37

18 男子 ５０ｍ バタフライ 中学生 小松　堅登 富沢中学校 28.95

19 女子 ５０ｍ バタフライ 中学生 菊地　望希 南吉成中学校 30.01 大会新

20 男子 ５０ｍ バタフライ 高校生～２0歳代 速水　伸幸 仙台高等専門学校 26.36 大会新

21 女子 ５０ｍ バタフライ 高校生～２0歳代 増子　涼香 T－RACERS 30.13 大会新

22 男子 ５０ｍ バタフライ 30歳代 角田　雅樹 豊間ＳＣ 29.10 大会新

23 男子 ５０ｍ 背泳ぎ 小学生 青塚　美賀琉 チームまぐ 33.85

24 女子 ５０ｍ 背泳ぎ 小学生 菊地　愛莉 ピュアスポーツ仙南 38.87

25 男子 ５０ｍ 背泳ぎ 中学生 鈴木　諒 郡山中学校 31.19

26 女子 ５０ｍ 背泳ぎ 中学生 青塚　美澪 チームまぐ 31.88

27 男子 ５０ｍ 背泳ぎ 高校生～２0歳代 真柄　昂世 白石高校 30.28

28 女子 ５０ｍ 背泳ぎ 高校生～２0歳代 東海林美貴 T－RACERS 33.29 大会新

29 男子 100ｍ 自由形 小学生 今野　耀 ピュアスポーツ仙南 1:13.50

30 女子 100ｍ 自由形 小学生 庄司　百寿 スポーツメイトZAO 1:10.76

31 男子 100ｍ 自由形 中学生 手嶋　陸 大河原中学校 1:00.07

32 女子 100ｍ 自由形 中学生 青塚　美澪 チームまぐ 1:01.00 大会新

33 男子 100ｍ 自由形 高校生～２0歳代 木村　雅人 名鉄観光サービス(株) 54.23 大会新

34 女子 100ｍ 自由形 高校生～２0歳代 坂内　祐希 白石高校 1:06.58

35 男子 100ｍ 自由形 40歳代

36 男子 100ｍ 自由形 50歳以上 内海　紀元 内海遊泳会 1:40.25

37 男子 100ｍ 平泳ぎ 小学生 高橋　零生 宮教大附属小学校 1:32.20

38 女子 100ｍ 平泳ぎ 小学生 折笠　衣純 チームsky 1:26.67

39 男子 100ｍ 平泳ぎ 中学生 髙橋　翠夢 栗原スポーツ少年団 1:13.56

40 女子 100ｍ 平泳ぎ 中学生 奈良﨑智美 南吉成中学校 1:19.84

41 男子 100ｍ 平泳ぎ 高校生～２0歳代 折笠　天紀 白石高校 1:11.81

42 男子 100ｍ 平泳ぎ 30歳代 松浦　桂 SPS 1:16.62

43 男子 100ｍ 平泳ぎ 40歳代 大石　武志 内海遊泳会 1:41.37
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44 男子 200ｍ リレー 小学生
小野・山中
渡邉・相澤

角田スポーツ少年団 2:35.50

45 女子 200ｍ リレー 小学生
庄司・髙廣
橋詰・杉山

スポーツメイトZAO 2:33.40

46 男子 200ｍ リレー 中学生
佐々木・髙橋
佐藤・佐藤

栗原スポーツ少年団 1:55:43

47 女子 200ｍ リレー 中学生
松山・及川
加藤・瀬戸

仙台第二中学校 2:18.02

48 男子 200ｍ リレー 高校生～２0才代
速水・雫石
郡山・日下

仙台高等専門学校 1:44.42

49 女子 200ｍ リレー 高校生～２0才代
増子・東海林
阿達・門脇

T－RACERS 1:58.79 大会新
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