
競技
Ｎo 氏名 所属 記録

1 男子 ５０ｍ 自由形 小学生 平間　汐那 スポーツメイトZAO 32.40

2 女子 ５０ｍ 自由形 小学生 杉山　優羽 スポーツメイトZAO 33.70

3 男子 ５０ｍ 自由形 中学生 高橋　康太郎 宮教大附属中学校 26.66

4 女子 ５０ｍ 自由形 中学生 加藤　夕 八乙女中学校 28.84 大会新

5 男子 ５０ｍ 自由形 高校生～20歳代 早川　貴風 ＧＹＤｏ 25.82

6 女子 ５０ｍ 自由形 高校生～20歳代 阿久津小雪 聖和学園高等学校 29.44

7 男子 ５０ｍ 自由形 30歳代 藤倉　和也 ＪＸＴＧ 41.16

8 男子 ５０ｍ 自由形 40歳代 櫻井　伸行 内海遊泳会 32.07

9 女子 ５０ｍ 自由形 40歳代

10 男子 ５０ｍ 平泳ぎ 小学生 安齋　真生 ウィン福島 41.70

11 女子 ５０ｍ 平泳ぎ 小学生 黒澤　ななみ ウィン福島 47.16

12 男子 ５０ｍ 平泳ぎ 中学生 山内　祥平 矢本第一中学校 36.29

13 女子 ５０ｍ 平泳ぎ 中学生 二宮　さえ 八乙女中学校 36.87

14 男子 ５０ｍ 平泳ぎ 高校生～２0歳代 上原　蓮 東北福祉大学 32.95

15 女子 ５０ｍ 平泳ぎ 高校生～２0歳代 小野寺夏美 聖和学園高等学校 37.02 大会新

16 男子 ５０ｍ 平泳ぎ 50歳以上

17 男子 ５０ｍ バタフライ 小学生 佐々木遥舵 サンシャイン長町 35.95

18 女子 ５０ｍ バタフライ 小学生 早川　美鈴 ゆぷと 35.40

19 男子 ５０ｍ バタフライ 中学生 手嶋　陸 大河原中学校 29.14

20 女子 ５０ｍ バタフライ 中学生 戸田　夏子 八乙女中学校 31.68

21 男子 ５０ｍ バタフライ 高校生～２0歳代 真柄　昂世 白石高等学校 27.11

22 女子 ５０ｍ バタフライ 高校生～２0歳代 増子　涼香 T－RACERS 30.85

23 男子 ５０ｍ バタフライ 40歳代 大石　武志 内海遊泳会 39.75

24 男子 ５０ｍ 背泳ぎ 小学生 京極　隼也 ゆぷと 37.77

25 女子 ５０ｍ 背泳ぎ 小学生 伊藤　彩葉 水の森同好会 42.25

26 男子 ５０ｍ 背泳ぎ 中学生 星川　照汰 南小泉中学校 31.48

27 女子 ５０ｍ 背泳ぎ 中学生 遠藤　あゆみ 福島第一中学校 37.22

28 男子 ５０ｍ 背泳ぎ 高校生～２0歳代 高橋　裕介 窪田家 28.25

29 女子 ５０ｍ 背泳ぎ 高校生～２0歳代 増子　涼香 T－RACERS 34.71

30 男子 100ｍ 自由形 小学生 平間　汐那 スポーツメイトZAO 1:12.82

31 女子 100ｍ 自由形 小学生 伊藤　彩葉 水の森同好会 1:10.74

32 男子 100ｍ 自由形 中学生 高橋　康太朗 宮教大附属中学校 58.00

33 女子 100ｍ 自由形 中学生 加藤　夕 八乙女中学校 1:02.77

34 男子 100ｍ 自由形 高校生～２0歳代 木村　大地 窪田家 55.91

35 女子 100ｍ 自由形 高校生～２0歳代 東海林美貴 T－RACERS 1:03.48

36 男子 100ｍ 自由形 40歳代 櫻井　伸行 内海遊泳会 1:16.52

37 男子 100ｍ 平泳ぎ 小学生 澁谷　聖治 スポーツメイトZAO 2:08.51

38 女子 100ｍ 平泳ぎ 小学生 髙廣　星那 スポーツメイトZAO 1:36.68

39 男子 100ｍ 平泳ぎ 中学生 次田　海斗 六郷中学校 1:15.39

40 女子 100ｍ 平泳ぎ 中学生 藤盛　馨子 宮教大附属中学校 1:27.53

41 男子 100ｍ 平泳ぎ 高校生～２0歳代 上原　蓮 東北福祉大学 1:13.77

42 女子 100ｍ 平泳ぎ 高校生～２0歳代 小野寺夏美 聖和学園高等学校 1:19.99 大会新
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43 男子 200ｍ リレー 小学生
間垣・鎌田
熊谷・大浦

水の森同好会 2:33.76

44 女子 200ｍ リレー 小学生
長岡・山子
横谷・佐山

サンシャイン長町 2:22.40

45 男子 200ｍ リレー 中学生
高橋・小岩
家田・芳賀

宮教大附属中学校A 1:51.82

46 女子 200ｍ リレー 中学生
吉濱・二宮
戸田・加藤

八乙女中学校 2:06.68

47 男子 200ｍ リレー 高校生～２0才代
速水・雫石
郡山・小谷

ＳＮＣＴ 1:45.35

48 女子 200ｍ リレー 高校生～２0才代
増子・阿達
清水・東海林

T－RACERS 1:57.98 大会新
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