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組 水 チーム名 所属名 記録

17 女子  200m リレー （　小学生　） 大会記録  2:06.55

順位 （泳者）

予選

2 5 富士見小学校A 富士見小学校  2:23.141 山木　寧々 増田　瑚子 上田　　純 鈴木　華子

1 3 松延小学校B 松延小学校  2:26.572 花塚　聖奈 小川結佳子 石川　朝永 川野　美颯

2 4 港小学校 港小学校  2:30.803 三浦　栞奈 栁田　桜幸 石出　春花 石出　桃花

1 4 吉沢小学校 吉沢小学校  2:35.674 栁澤　優音 飯尾　　空 矢島　光夏 清水　優希

2 6 花水小学校A 花水小学校  2:39.085 藤原　　杏 上枝　莉子 石井　美結 篠原　美羽

2 7 旭小学校 旭小学校  2:45.696 中川　小玲 佐藤　　楓 塚本　晴香 豊山　樹奈

2 3 富士見小学校B 富士見小学校  2:59.827 今田　衣咲 村松　寧音 杉山　心海 安田　莉奈

1 7 神田八幡合同チ 神田八幡合同  3:06.078 山本　悠愛 向田莉奈子 北川　　杏 大村　愛実

1 5 松延小学校A 松延小学校  3:06.479 千葉　結花 比嘉　玲奈 青木　珠乃 小林　心葉

1 6 大原小学校 大原小学校  3:10.7910 佐藤　　悠 佐藤　　碧 亀井　星良 亀井　結月

2 1 神田小学校 神田小学校  3:17.2411 野口ゆうな 安藤　百花 潟沼　紗愛 大塚　志歩

2 2 花水小学校B 花水小学校  3:32.2112 杉山　凪夏 小松　美海 神山　美煌 黒瀧　千恵

1 2 かもめ かもめ  3:41.2513 髙橋　萌花 海和　実来 杉山　寧音 相原　仁琴

組 水 チーム名 所属名 記録

31 女子  200m リレー （　小学生　） 大会記録  2:06.55

順位 （泳者）

決勝

1 2 花水小学校A 花水小学校  2:23.791 杉山　凪夏 藤原　　杏 石井　美結 篠原　美羽

1 4 富士見小学校A 富士見小学校  2:25.392 山木　寧々 増田　瑚子 上田　　純 鈴木　華子

1 5 松延小学校B 松延小学校  2:25.403 花塚　聖奈 小川結佳子 石川　朝永 川野　美颯

1 3 港小学校 港小学校  2:30.234 三浦　栞奈 栁田　桜幸 石出　春花 石出　桃花

1 6 吉沢小学校 吉沢小学校  2:41.585 栁澤　優音 飯尾　　空 矢島　光夏 清水　優希

1 7 旭小学校 旭小学校  2:45.606 塚本　晴香 中川　小玲 佐藤　　楓 豊山　樹奈

1 1 富士見小学校B 富士見小学校  3:09.197 今田　衣咲 村松　寧音 杉山　心海 安田　莉奈

1 8 神田八幡合同チ 神田八幡合同  3:13.418 山本　悠愛 向田莉奈子 北川　　杏 大村　愛実

組 水 チーム名 所属名 記録

32 男子  200m リレー （　小学生　） 大会記録  2:02.37

順位 （泳者）

決勝

1 4 松原小学校 松原小学校  2:26.821 金木　来人 桝田　陽輝 長島　知輝 金木　優河

1 5 富士見小学校 富士見小学校  2:30.462 山口創太朗 大場広大郎 中村　颯翔 佐藤　淳生

1 7 大原小学校 大原小学校  2:39.753 片山　拓海 成瀨桃太郎 原　　　凛 片山　凛人

1 3 花水小学校 花水小学校  3:05.674 井川　　優 三坂　航司 西嶋　慎治 石井　　圭

1 2 山下小学校 山下小学校  3:09.335 岩﨑　仁志 人見　　颯 谷田部太陽 平川　大雅

1 6 豊田小学校 豊田小学校  3:13.866 大畑　直蔵 片倉　　隼 坂本　鉄馬 坂下　飛鳥

組 水 チーム名 所属名 記録

33 女子  200m リレー （　中学生　） 大会記録  1:55.13

順位 （泳者）

決勝

1 4 江陽中学校 江陽中学校  2:03.151 仮屋原百和 嶋津　芽衣 花塚　茉奈 升水優莉果
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組 水 チーム名 所属名 記録

34 男子  200m リレー （　中学生　） 大会記録  1:46.22

順位 （泳者）

決勝

1 4 江陽中学校A 江陽中学校  1:47.531 大塚　　禅 持田　侑磨 杉山　健斗 大木　琢生

1 5 江陽中学校B 江陽中学校  1:52.652 松田　大輝 松田　優斗 大塚　　心 福岡　藍人
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