
   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 伊豆原辰海 滝沢　航平 鹿沼　亮介
25m （群大附属小） （群大附属小） （大胡小）
タイム決勝 18.95 27.53 41.78
背泳ぎ 神田　龍杜
25m （共愛学園小）
タイム決勝 28.3

男子成績一覧表　小学１年生



女子成績一覧表　小学１年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 関口　心音 下境　沙奈 小出　琳夢 井形　芽依 土橋　来実
25m （荒牧小） （大胡小） （時沢小） （大胡小） （中川小）
タイム決勝 25.49 27.28 28.54 33.11 37.53
背泳ぎ 穴原　心愛
25m （城東小）
タイム決勝 31.46
平泳ぎ 篠原　凜夏
25m （桃瀬小）
タイム決勝 29.12
バタフライ 千島嘉恵美
25m （群大附属小）
タイム決勝 29.77



男子成績一覧表　小学２年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 岡田　蓮 浦野　真空 小森　平良
25m （山王小） （岩神小） （大胡小）
タイム決勝 15.47 23.85 33.18
背泳ぎ 折田　　樟
25m （岩神小）
タイム決勝 22.24
平泳ぎ 中島　　心
25m （細井小）
タイム決勝 24.86
バタフライ 関根　暖真 阿久澤陽人 田中楓一朗
25m （勝山小） （桂萱東小） （原小）
タイム決勝 18.6 26.83 26.95

※ ・・・大会新記録



女子成績一覧表　小学２年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 櫻井　涼羽 林　　りさ 大槻　琴子 井口　美愛 北爪　　杏
25m （城東小） （群大附属小） （永明小） （下川淵小） （原小）
タイム決勝 17.83 19.58 20.27 22.51 27.71
背泳ぎ 新井　優月 田井　澄佳
25m （永明小） （荒牧小）
タイム決勝 25.34 29.01
平泳ぎ 黒田　朱璃 髙橋　　結 糸井　　凛 山田　亜弥 黒澤　茉那 横山　るん
25m （総社小） （群大附属小） （原小） （時沢小） （永明小） （芳賀小）
タイム決勝 26.73 28.97 31.64 35.37 36.46 41.31



男子成績一覧表　小学３年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 深津　健人 滋野綜一郎 大久保俐玖 小林　青矢 橋本虎汰郎 奥木　煌基
50m （桃木小） （群大附属小） （群大附属小） （城東小） （永明小） （下川淵小）
タイム決勝 42.71 44.68 44.91 50.7 51.38 56.56
背泳ぎ 荻野　卓歩
50m （勝山小）
タイム決勝 51
平泳ぎ 大澤　　蓮 高橋　将太 小屋　拓夢
50m （原小） （桃瀬小） （永明小）
タイム決勝 1.02.86 1.13.27 1.13.98
バタフライ 橋本　　力
50m （桃井小）
タイム決勝 42.69



女子成績一覧表　小学３年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 武尾　桃子 岡　乃々子 神澤　月杏 福島　優亜 飯島　千愛 神山　瑠李
50m （群大附属小） （敷島小） （原小） （総社小） （原小） （永明小）
タイム決勝 37.72 41.65 44.62 52.39 56.33 58.34
背泳ぎ 齋藤　　楓 今井　希美
50m （桂萱東小） （原小）
タイム決勝 45.95 48.2
平泳ぎ 石川　莉央 小出　聖菜 永井さくら 冨岡　歩稀 小林　侑楽 布下　詩織
50m （大胡東小） （時沢小） （時沢小） （原小） （勝山小） （大胡小）
タイム決勝 45.05 47.33 53.06 55.94 1.04.48 1.14.43
バタフライ 佐藤　心咲 関口　　奏
50m （勝山小） （荒牧小）
タイム決勝 40.01 50.92



男子成績一覧表　小学４年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 高橋 力良 大澤　　港 植村　拓夢 嶋津　幸平
50m （大胡東小） （群大附属小） （駒形小） （永明小）
タイム決勝 30.33 32.5 40.4 45.21
背泳ぎ 穴原　夢翔 下境　悠晟
50m （城東小） （大胡小）
タイム決勝 41.81 1.13.06
平泳ぎ 小此木陽登 二ノ宮大誠 柴山　嘉利 泉川　璃音
50m （永明小） （原小） （群大附属小） （駒形小）
タイム決勝 50.53 50.68 52.4 1.01.82
バタフライ 深津　大雅 塩野　真生 下田　翔大
50m （駒形小） （時沢小） （永明小）
タイム決勝 39.08 40.92 47.03
個人メドレー 高橋　托望 藤井　　陽 山田　大智 大久保　拓 井形　優太 鹿沼　直央
100m （荒牧小） （群大附属小） （時沢小） （大胡小） （大胡小） （大胡小）
タイム決勝 1.23.44 1.24.03 1.52.49 1.57.98 2.00.50 2.02.83

※ ・・・大会新記録



女子成績一覧表　小学４年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 小森さゆり 生方　結菜 町田　有梨
50m （大胡小） （永明小） （大胡小）
タイム決勝 47.93 48.21 48.49
背泳ぎ 滝沢　由衣 石原　莉実
50m （群大附属小） （下川淵小）
タイム決勝 36.36 54.29
平泳ぎ 八木　知花 清水　蘭暖
50m （桂萱小） （下川淵小）
タイム決勝 43.89 1.01.00
バタフライ 根岸　花子
50m （勝山小）
タイム決勝 51.11
個人メドレー 飯塚　菜月
100m （下川淵小）
タイム決勝 1.33.63



男子成績一覧表　小学５年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 柳澤　正人 長壁　彩斗 小澤　　結
50m （桂萱東小） （永明小） （勝山小）
タイム決勝 31.33 34.12 34.62
自由形 神宮　怜馬 薄井　大聖
100m （荒子小） （笂井小）
タイム決勝 1.17.38 1.21.85
背泳ぎ 角田祥太郎 新井　康祐
50m （城東小） （永明小）
タイム決勝 44.77 50.02
背泳ぎ 竹腰　壮大
100m （桂萱東小）
タイム決勝 1.28.28
平泳ぎ 関口　陽汰
50m （原小）
タイム決勝 49.64
平泳ぎ 大林　凌士
100m （勝山小）
タイム決勝 1.23.35
バタフライ 星野　翔太 新井　健祐 金澤　侑駕
50m （勝山小） （永明小） （原小）
タイム決勝 41.5 48.7 49.45



女子成績一覧表　小学５年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 石井　萌加 長岡　美空 岩田　夏虹 生方　　夢 高坂　望杏 井田　絢菜
50m （駒形小） （群大附属小） （芳賀小） （永明小） （大胡小） （大胡小）
タイム決勝 30.15 31.86 39.59 41.12 43.08 44.78
自由形 宮崎　　瑛 大槻　凛子
100m （勝山小） （永明小）
タイム決勝 1.19.53 1.30.88
背泳ぎ 鈴木　南音 黒澤　美緒 城田　美鈴
50m （芳賀小） （永明小） （原小）
タイム決勝 46.38 47.53 56.2
平泳ぎ 桑山日南子 塚越あかり 小島　ほわ
50m （駒形小） （永明小） （上川淵小）
タイム決勝 43.21 52.65 55.43
平泳ぎ 石田柚希穂 奥木　桃夏
100m （永明小） （下川淵小）
タイム決勝 1.32.78 2.03.73
バタフライ 岡田　桃香 設楽　美月 木暮　真陽 木戸　愛菜
50m （山王小） （桃瀬小） （駒形小） （大胡小）
タイム決勝 37.33 40.35 41.7 50.21
個人メドレー 長谷川紗那
100m （新田小）
タイム決勝 1.20.85



男子成績一覧表　小学６年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 関根　碧也 中島　　暖
50m （桃木小） （細井小）
タイム決勝 28.91 32.85
自由形 福島　　匠
100m （総社小）
タイム決勝 1.11.50
背泳ぎ 櫻井　獅恩
100m （城東小）
タイム決勝 1.24.35
平泳ぎ 高橋　尚冬 藤森　裕仁 高橋　悠斗 秋元　颯太
50m （永明小） （桃川小） （大胡小） （大胡小）
タイム決勝 39.61 46.13 51.11 53
平泳ぎ 山岸　飛翔 長瀬　遥希 石原　竜惺
100m （総社小） （大胡東小） （下川淵小）
タイム決勝 1.33.78 1.50.07 1.58.76
バタフライ 町田　楓太 牧　優太郎
50m （大胡小） （桃川小）
タイム決勝 44.72 54.68
個人メドレー 大澤　大地 井野　維吹 小出　琉偉 成田　拓夢 星野　大聖 星野　大祁
100m （群大附属小） （永明小） （時沢小） （桃川小） （桃川小） （桃川小）
タイム決勝 1.09.40 1.22.63 1.24.52 1.34.14 1.45.44 1.52.73



女子成績一覧表　小学６年生

1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 関根　梨桜 早川　真奈 松村　心暖 平田　　咲
50m （桃木小） （芳賀小） （粕川小） （大胡小）
タイム決勝 29.47 31.34 35.69 40.61
自由形 飯塚　彩貴 髙木　葉名 相澤　友希
100m （粕川小） （芳賀小） （城東小）
タイム決勝 1.10.37 1.11.35 1.16.59
背泳ぎ 樋口　乃愛 布施　朱莉 松本　ゆず
50m （群大附属小） （桃瀬小） （原小）
タイム決勝 40.91 43.18 44.07
背泳ぎ 横尾　夏海 江原　美夢 神澤くるみ
100m （原小） （城東小） （大胡東小）
タイム決勝 1.12.71 1.17.98 1.23.13
平泳ぎ 鳥越　　蒼 神山　沙瑛
50m （群大附属小） （永明小）
タイム決勝 47.25 53.27
バタフライ 湯浅　里咲 加藤　良夢 黒澤　奈那 高橋　　悠
50m （群大附属小） （桃木小） （桃瀬小） （岩神小）
タイム決勝 35.61 36.17 38.82 42.1
個人メドレー ハーン紗菜 小林　想乃 増渕加奈子 植木明優華
100m （粕川小） （清里小） （粕川小） （永明小）
タイム決勝 1.18.81 1.31.38 1.34.74 1.39.93



男子成績一覧表　小学生リレー 

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
リレー 永明小 附属小
200m 高橋　尚冬 柴山　嘉利
タイム決勝 長壁　彩斗 清水　丈瑠

新井　健祐 滋野綜一郎
井野　維吹 大久保俐玖

2.20.27 3.15.36
メドレーリレー 永明小 桃川小
200m 長壁　彩斗 星野　大聖
タイム決勝 高橋　尚冬 星野　大祁

井野　維吹 牧　優太郎
新井　健祐 藤森　裕仁

2.39.12 3.19.96



女子成績一覧表　小学生リレー

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
リレー 附属小 粕川小 芳賀小 駒形小
200m 湯浅　里咲 飯塚　彩貴 早川　真奈 石井　萌加
タイム決勝 鳥越　　蒼 増渕加奈子 鈴木　南音 木暮　真陽

樋口　乃愛 松村　心暖 岩田　夏虹 須永　羽奏
長岡　美空 ハーン紗菜 髙木　葉名 桑山日南子

2.15.99 2.16.97 2.26.14 2.27.11
メドレーリレー 附属小 粕川小 駒形小
200m 樋口　乃愛 ハーン紗菜 石井　萌加
タイム決勝 鳥越　　蒼 松村　心暖 桑山日南子

湯浅　里咲 飯塚　彩貴 木暮　真陽
長岡　美空 増渕加奈子 須永　羽奏

2.33.14 2.35.06 2.55.22


