
男子成績一覧表　中学１年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 松井　優太 下田琥太郎 岡田　秀太 小林　祐貴 平井　智弥 太田　悠斗
50m （前橋大胡） （前橋富士見） （前橋第七） （前橋第三） （前橋富士見） （前橋富士見）
タイム決勝 30.31 30.69 31.87 32.07 32.71 33.01
自由形 櫻井　駿也 神宮　佑馬 重村　大智 堤　　柊聖 永濵　熙兜
100m （前橋東） （前橋荒砥） （群大附） （前橋富士見） （前橋みずき）
タイム決勝 1.02.15 1.02.83 1.09.88 1.13.89 1.14.85
背泳ぎ 渡邉　好晟 長谷川　廉 関　悠一郎 佐藤　尚輝 荒木　駿輔
50m （前橋木瀬） （共愛学園） （前橋第七） （群大附） （前橋桂萱）
タイム決勝 31.3 34.92 34.93 37.18 38.66
背泳ぎ 武田　　侍 冨岡　真宙
100m （前橋富士見） （前橋富士見）
タイム決勝 1.25.88 1.32.23
平泳ぎ 沢辺　洋介 齋藤　直央 石井　映丞 山本　悠悟 戸塚　徠弥 今井　遥己
50m （前橋第一） （前橋富士見） （前橋富士見） （前橋第一） （前橋大胡） （前橋南橘）
タイム決勝 39.86 40.63 44.85 45.73 47.46 48.38
平泳ぎ 鈴木　貴洋
100m （前橋富士見）
タイム決勝 1.38.44
バタフライ 角田　李麻 金澤　怜汰 関　　琉恩 藤田　優也 益永　　伶
50m （前橋第七） （前橋富士見） （前橋粕川） （前橋富士見） （前橋大胡）
タイム決勝 29.63 35.48 36.43 36.81 41.78
バタフライ 福田　達也
100m （前橋富士見）
タイム決勝 59.95
個人メドレー 関口　柑汰 浦野　智月 髙野　蒼羽 塚田　涼晴
100m （前橋富士見） （前橋第三） （前橋桂萱） （前橋南橘）
タイム決勝 1.07.78 1.24.21 1.31.85 1.35.06

※ ・・・大会新記録



女子成績一覧表　中学１年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 須永ひとは 田中　瑠唄 松野優紀子 丸　　紅葉 池田　莉奈 浅野　　葵
50m （前橋第五） （前橋富士見） （前橋南橘） （前橋大胡） （前橋みずき） （前橋富士見）
タイム決勝 27.95 32.69 34.74 37.41 37.75 40.38
自由形 多田　萌瑚 堤　　七聖 吉田　磨音
100m （群大附） （前橋富士見） （共愛学園）
タイム決勝 1.05.59 1.09.32 1.18.59
背泳ぎ 伊與久菜々 市根井菜々子
100m （群大附） （前橋桂萱）
タイム決勝 1.11.72 1.20.43
平泳ぎ 松島　　葵 岡田瑠々花 関口　珠由 長谷川七海 平栁　凪菜 矢吹　彩栞
50m （前橋東） （群大附） （前橋南橘） （共愛学園） （前橋富士見） （前橋第七）
タイム決勝 40.41 44.12 44.31 46.31 49.54 50.21
平泳ぎ 吉澤　凛佳
100m （前橋第七）
タイム決勝 1.42.14
バタフライ 宮下　優奈 森田　和稟
50m （前橋南橘） （前橋南橘）
タイム決勝 40.8 40.89
バタフライ 秋山　晴香
100m （前橋第七）
タイム決勝 1.27.36
個人メドレー 中島ゆりえ 木村　花蓮 石井　仁絆
100m （前橋粕川） （前橋大胡） （前橋大胡）
タイム決勝 1.14.99 1.25.41 1.32.70



男子成績一覧表　中学２年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 小川　遥平 松村　渉太 女屋　結太 黒澤　英斗 横島　颯人 吉澤　日向
50m （前橋東） （前橋粕川） （前橋大胡） （共愛学園） （前橋富士見） （群大附）
タイム決勝 26.05 26.24 30.08 31.52 32.04 32.57
自由形 柴山　慶吏 古屋至功矢 牧野　聖良 田中　琉人 登坂　一輝
100m （群大附） （前橋富士見） （前橋富士見） （前橋大胡） （前橋大胡）
タイム決勝 56.85 1.03.50 1.05.57 1.07.42 1.07.85
背泳ぎ 田村　秀汰 稲葉　誠人 小濱　克紀
50m （群大附） （前橋大胡） （前橋第七）
タイム決勝 30.08 32.52 36
背泳ぎ 野中　　陸 小暮　桜軌
100m （前橋富士見） （前橋大胡）
タイム決勝 1.06.62 1.09.06
平泳ぎ 平石　　匡 小倉　滉太 大澤　優斗 山田　和遠 酒本　諒一 須田　凌平
50m （前橋大胡） （前橋大胡） （前橋荒砥） （前橋第七） （前橋富士見） （前橋富士見）
タイム決勝 40.13 44.4 44.68 46.79 47.52 48.7
平泳ぎ 中島　俊介 加藤　　颯 島田　　陸 金井　瑞輝
100m （前橋南橘） （前橋大胡） （前橋富士見） （前橋富士見）
タイム決勝 1.21.01 1.22.89 1.27.79 1.28.76
バタフライ 塚澤　優人 神澤陸之介 赤神　莉玖 佐竹　俊聖
50m （前橋富士見） （前橋大胡） （前橋桂萱） （前橋荒砥）
タイム決勝 30.8 31 34.62 35.17
バタフライ 目黒　　類
100m （前橋第一）
タイム決勝 1.03.71
個人メドレー 設楽　昌幸 北爪　大夢 小林　遥斗 小林健士郎 都丸　楓汰
100m （前橋桂萱） （前橋宮城） （前橋大胡） （前橋富士見） （前橋富士見）
タイム決勝 1.14.97 1.15.57 1.21.56 1.38.68 1.54.00



女子成績一覧表　中学２年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 武井　　優 片倉　　凜 小林　智葉 田部井佑月 藤生かのん 田中　美帆
50m （群大附） （前橋第七） （群大附） （前橋第一） （共愛学園） （前橋第三）
タイム決勝 28.36 30.86 31.15 31.28 34.41 39.42
自由形 松川　美憂 松村　葉月 鈴木　あゆ
100m （前橋富士見） （前橋宮城） （前橋みずき）
タイム決勝 1.03.83 1.11.90 1.20.92
背泳ぎ 中島このみ 亀井絵梨香 多鹿　千寛
50m （前橋鎌倉） （前橋富士見） （前橋南橘）
タイム決勝 30.25 34.06 36.35
背泳ぎ 上田　寧央
100m （群大附）
タイム決勝 1.14.05
平泳ぎ 荻野　萌子 八木　佑月 山口枇奈乃 小澤　夏帆
50m （前橋第五） （群大附） （前橋富士見） （前橋第三）
タイム決勝 34.13 34.94 46.72 48.53
平泳ぎ 関口　美子
100m （前橋粕川）
タイム決勝 1.48.17
バタフライ 橋本さくら 大橋　美友 飯塚　美貴 小林舞奈香
50m （群大附） （前橋荒砥） （前橋粕川） （前橋南橘）
タイム決勝 30.59 35.74 36.6 40.08
バタフライ 野中麻裕莉
100m （前橋箱田）
タイム決勝 1.05.72
個人メドレー 井出　梨愛 千葉　美歩 萩原里菜子 中川　千翔
100m （前橋第五） （前橋大胡） （前橋みずき） （共愛学園）
タイム決勝 1.11.89 1.25.12 1.31.24 1.37.13

※ ・・・大会新記録



男子成績一覧表　中学３年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 舩津　海斗 高橋　汰希 岡田　樹輝 五十嵐　奏 平石　将隆 廣田　一輝
50m （前橋富士見） （群大附） （前橋東） （前橋南橘） （群大附） （前橋第一）
タイム決勝 27.49 28.33 28.52 28.97 29.12 29.27
自由形 福田　和樹 星川　真祐 浦野　景太 横山　　葉 萩原　快光
100m （前橋富士見） （前橋箱田） （前橋三中） （群大附） （前橋南橘）
タイム決勝 55.56 1.13.78 1.16.22 1.25.68 1.28.46
背泳ぎ 水出　駿希 吉原　健悟
50m （群大附） （前橋大胡）
タイム決勝 34.55 36.63
平泳ぎ 田貝　望夢 小笠原永豊 長澤　愛弥
50m （群大附） （前橋みずき） （前橋大胡）
タイム決勝 35.75 43.61 44.1
平泳ぎ 青木　怜音 工藤　功希 椛澤　知隼 五十嵐瑞希
100m （前橋第一） （前橋大胡） （前橋富士見） （前橋みずき）
タイム決勝 1.12.26 1.18.31 1.18.43 1.23.93
バタフライ 山下　公一 堀口　直紀 鈴木　孝明 森川　　弦 大下　彪人
50m （前橋みずき） （前橋箱田） （前橋東） （前橋第一） （前橋大胡）
タイム決勝 31.7 31.93 34.1 36.24 43.1
バタフライ 石川　晴己 髙木　諒人
100m （前橋大胡） （群大附）
タイム決勝 1.00.45 1.03.42
個人メドレー 髙橋　翔也 黒石　夏絃
100m （前橋荒砥） （前橋富士見）
タイム決勝 1.12.06 1.12.18



女子成績一覧表　中学３年生

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
自由形 田村　純令 池田　莉子 阿部　樹里
50m （群大附） （前橋粕川） （前橋第七）
タイム決勝 28.58 33.33 33.82
自由形 桑原　希望
100m （群大附）
タイム決勝 1.01.62
背泳ぎ 藤生　好花 長澤　優菜
50m （前橋大胡） （前橋粕川）
タイム決勝 37 42.86
平泳ぎ 登坂　花音 菅原　七華
50m （前橋大胡） （前橋箱田）
タイム決勝 39.15 41.95
平泳ぎ ハーン里菜 山荷　果鈴
100m （前橋粕川） （前橋箱田）
タイム決勝 1.26.17 1.33.87
バタフライ 熊木　杏菜 井上　未羽 福島　萌香 青柳　　凜
50m （群大附） （前橋大胡） （前橋みずき） （前橋第三）
タイム決勝 28.5 36.09 36.54 41.69
個人メドレー 梅澤　祐季
100m （前橋粕川）
タイム決勝 1.14.50

※ ・・・大会新記録



男子成績一覧表　中学生リレー

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
リレー 群大附A 前橋富士見A 前橋東 前橋富士見B 前橋富士見D 前橋第七
200m 柴山　慶吏 黒石　夏絃 小川　遥平 野中　　陸 齋藤　直央 角田　李麻
タイム決勝 田貝　望夢 椛澤　知隼 櫻井　駿也 牧野　聖良 福田　達也 岡田　秀太

髙木　諒人 舩津　海斗 岡田　樹輝 古屋至功矢 関口　柑汰 小濱　克紀
田村　秀汰 福田　和樹 鈴木　孝明 塚澤　優人 武田　　侍 関　悠一郎

1.47.90 1.51.08 1.53.72 1.53.77 1.57.74 1.59.63
メドレーリレー 群大附Ａ 前橋大胡Ａ 前橋富士見B 前橋富士見C 前橋東 群大附Ｂ
200m 田村　秀汰 田村　秀汰 野中　　陸 武田　　侍 小川　遥平 佐藤　雄輝
タイム決勝 田貝　望夢 田貝　望夢 島田　　陸 関口　柑汰 岡田　樹輝 水出　駿希

髙木　諒人 髙木　諒人 塚澤　優人 福田　達也 鈴木　孝明 平石　将隆
柴山　慶吏 柴山　慶吏 古屋至功矢 齋藤　直央 櫻井　駿也 高橋　汰希

2.00.95 2.05.94 2.08.40 2.09.41 2.13.42 2.14.48



女子成績一覧表　中学生リレー

   1位 2位 3位 4位 5位 6位
リレー 群大附Ａ 前橋富士見A 群大附Ｂ 前橋大胡 前橋粕川 前橋第七
200m 桑原　希望 亀井絵梨香 上田　寧央 藤生　好花 長澤　優菜 秋山　晴香
タイム決勝 熊木　杏菜 田中　瑠唄 多田　萌瑚 登坂　花音 ハーン里菜 片倉　　凜

田村　純令 堤　　七聖 橋本さくら 千葉　美歩 池田　莉子 吉澤　凛佳
武井　　優 松川　美憂 八木　佑月 井上　未羽 梅澤　祐季 阿部　樹里

1.53.24 2.01.06 2.08.07 2.09.63 2.12.73 2.13.58
メドレーリレー 群大附Ａ 群大附Ｂ 前橋富士見A 前橋粕川 前橋大胡 前橋南橘
200m 上田　寧央 橋本さくら 亀井絵梨香 長澤　優菜 藤生　好花 多鹿　千寛
タイム決勝 八木　佑月 武井　　優 山口枇奈乃 ハーン里菜 登坂　花音 関口　珠由

熊木　杏菜 伊與久菜々 松川　美憂 梅澤　祐季 井上　未羽 小林舞奈香
桑原　希望 田村　純令 堤　　七聖 池田　莉子 千葉　美歩 松野優紀子

2.04.88 2.07.64 2.21.29 2.26.79 2.26.98 2.37.24
※ ・・・大会新記録


