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1 若菜　悠生 粕川 男 小６ ３’３０”４ 1 津久井　瑠菜 粕川 女 小６ ３’４３”５

2 髙橋　渉 粕川 男 中３ ３’３０”６ 2 髙橋　千穂 玉村 女 小５ ３’４４”５

3 関口　陽斗 高崎 男 中１ ３’３２”５ 3 吉田　澪央 高崎 女 中２ ３’４６”６

4 栗原　圭吾 藤岡 男 小５ ３’４８”５ 4 新井　李 太田 女 小６ ３’４９”０

5 松田　龍來 太田 男 中２ ３'４９”０ 5 小暮　希樹 前橋 女 小５ ３’４９”１

6 嶋津　幸平 前橋 男 小５ ３’４９”６ 6 藤村　和心 藤岡 女 小６ ３’５２”６

6 井形　優太 粕川 男 小５ ３’４９”９ 7 田中　楓夏 高崎 女 小６ ３’５５”５

8 高村　大和 高崎 男 小５ ３’４９”９ 8 後藤　彩慧 玉村 女 小６ ３’５５”８

9 吉田　航輔 高崎 男 小６ ３’５０”４ 9 板垣　優依 高崎 女 小６ ３’５５”９

10 伊豆山　蒼甫 高崎 男 小６ ３’５１”８ 10 竹田　絢音 高崎 女 小６ ３’５６”３

11 関口　颯人 高崎 男 小６ ３’５５”９ 11 渡邉　桃亜 玉村 女 小６ ３’５８”４

12 大日方　歩夢 前橋 男 小６ ３’５７”５ 12 小林　真穂 藤岡 女 小６ ３’５８”９

13 阿久沢　瑠 粕川 男 小６ ３’５８”０ 12 干川　那優 玉村 女 小４ ３’５８”９

14 櫻井　航 粕川 男 小６ ３’５８”５ 14 鈴木　絢音 高崎 女 小６ ３’５９”９

15 髙野　雪晶 高崎 男 小５ ４’００”５ 15 江原　心結 高崎 女 小６ ４’０１”３

16 牧口　優斗 高崎 男 小６ ４’００”７ 16 有坂　玖琉美 藤岡 女 中３ ４’０３”６

17 平松　りょう 藤岡 男 中２ ４’０２”７ 17 早川　愛珠 玉村 女 小５ ４’０３”８

18 黒田　大智 玉村 男 小６ ４’０５”０ 18 緒方　絢音 前橋 女 小６ ４’０４”１

19 関口　智稀 玉村 男 小６ ４’０６”０ 19 真尾　彩愛 玉村 女 小６ ４’０４”３

20 三田　聡都 粕川 男 小５ ４’１２”４ 20 小菅　莉瑚 玉村 女 中１ ４’０５”１

21 堀越　誉 太田 男 小６ ４’１３”３ 21 寺澤　優 前橋 女 小６ ４’０６”０

22 坂入　諒 前橋 男 小５ ４’１３”５ 22 岩﨑　花凛 太田 女 小５ ４’０９”０

23 川上　夢翔 玉村 男 小５ ４’１４”２ 23 白川　加恋 高崎 女 小５ ４’０９”１

24 茂木　陽汰 粕川 男 小６ ４’１４”３ 24 今泉　響 粕川 女 小６ ４’０９”２

25 藤本　珠生 高崎 男 小６ ４’１４”６ 25 不破　珠衣琉 高崎 女 小５ ４’０９”４

26 𠮷田　重久 太田 男 小４ ４’１４”９ 26 中島　美尋 粕川 女 小５ ４’０９”５

27 日比野　広大 前橋 男 小６ ４’１５”０ 27 宇津木　円風 玉村 女 小６ ４’１０”５

28 吉松　直弘 粕川 男 小６ ４’１６”５ 28 富沢　実生 高崎 女 小６ ４’１０”７

29 石伊　洸貴 玉村 男 小５ ４’１６”９ 29 伊澤　麻菜美 高崎 女 小６ ４’１２”４

30 松田　一睦 高崎 男 小５ ４’１７”２ 30 小間　萌可 高崎 女 小６ ４’１２”６

31 小此木　陽樹 高崎 男 小６ ４’１７”８ 31 髙橋　杏 高崎 女 中２ ４’１３”３

32 尾崎　統悟 高崎 男 小５ ４’１９”９ 31 千葉　叶愛 高崎 女 小４ ４’１３”３

33 狩野　貴範 粕川 男 小５ ４’１９”９ 31 八木　菜乃夏 高崎 女 小６ ４’１３”３

34 渡邉　稜介 高崎 男 小５ ４’２０”５ 34 川原　桜來 前橋 女 小５ ４’１６”３

35 高柳　瑛斗 粕川 男 小６ ４’２１”９ 35 井上　暖乃香 高崎 女 小４ ４’１６”４

36 小久保　知希 太田 男 小４ ４’２３”２ 36 坂本　実優 高崎 女 小６ ４’１６”７

37 竹内　一暁 藤岡 男 小６ ４’２３”６ 37 宇津木　愛花 玉村 女 小５ ４’１７”１

38 山本　大知 粕川 男 小５ ４’２５”４ 38 板垣　六花 高崎 女 小６ ４’１７”３

39 柴崎　稜大 藤岡 男 小４ ４’２６”０ 39 吉松　怜那 粕川 女 小４ ４’１９”７

40 泉川　璃音 玉村 男 小５ ４’２６”３ 40 渋谷　理桜 玉村 女 小５ ４’２０”６

41 大川　颯人 太田 男 小４ ４’２６”９ 41 山中　莉奈 高崎 女 小３ ４’２１”３

42 野口　直生 前橋 男 小４ ４’２７”７ 42 滝沢　瑞晴 玉村 女 小５ ４’２１”６

43 尾形　龍昇 高崎 男 小５ ４’２８”４ 43 丸嶌　柚香 高崎 女 小５ ４’２２”６

44 小山　雫 玉村 女 小６ ４’２３”３

45 木暮　紗菜 粕川 女 小６ ４’２４”６

46 津田　稀実 玉村 女 小６ ４’２５”３

47 野口　結菜 伊勢崎 女 小6 ４’２５”５

48 松本　歩弓 高崎 女 小６ ４’２５”７

R2.11　進級試験ランキング R2.11　進級試験ランキング

男子２００M個人メドレー 女子２００M個人メドレー



49 早川　珠優 玉村 女 小５ ４’２６”６

50 金井　愛子 藤岡 女 小５ ４’２７”１

51 亀井　那津 玉村 女 小５ ４’２７”４


