
男子　50m　自由形

氏　　　名 所　　　属 学年 タイム 備考

倉内　陽禾 ﾅｶﾞｲ玉村 小学 3 34.02

岩井　琉杜  ﾅｶﾞｲ玉村 小学 5 33.43

岡田　蓮 ﾅｶﾞｲ玉村 小学 4 棄権

横田　璃 ﾅｶﾞｲ伊勢崎 小学 6 31.99

町田　大晟 ﾅｶﾞｲSS 小学 6 30.47

大島　健士朗 ﾅｶﾞｲSS 小学 6 32.30

阿部　三殊 ﾅｶﾞｲSS 小学 6 30.43

本橋　佳人 ﾅｶﾞｲ前橋 小学 6 31.73

福田　悠真 ﾅｶﾞｲ伊勢崎 小学 6 30.58

島田　陸都  ﾅｶﾞｲ伊勢崎 中学 1 28.37

山内　啓五 ﾅｶﾞｲ伊勢崎 中学 1 29.99

高橋　力良  ﾅｶﾞｲ前橋 小学 6 27.58

小池　俊輔 ﾅｶﾞｲ前橋 中学 2 29.11

菅原　榛太  ﾅｶﾞｲ伊勢崎 中学 3 27.20

石川　蒼  ﾅｶﾞｲ伊勢崎 高校 1 25.98

寺田　大晟 ﾅｶﾞｲ前橋 高校 2 26.72

男子　50m　平泳ぎ

山内　啓五 ﾅｶﾞｲ伊勢崎 中学 1 36.17

小池　俊輔 ﾅｶﾞｲ前橋 中学 2 35.34

男子　50m　バタフライ

岡田　蓮 ﾅｶﾞｲ玉村 小学 4 棄権

大島　健士郎 ﾅｶﾞｲSS 小学 6 35.48

神宮　佑馬 ﾅｶﾞｲ前橋 中学 3 30.42

寺田　大晟 ﾅｶﾞｲ前橋 高校 2 28.20

女子　50m　自由形

村山　陽風 ﾅｶﾞｲ玉村 小学 2 38.08
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粕谷　日花 ﾅｶﾞｲ玉村 小学 3 34.94

新井　世那 ﾅｶﾞｲSS 小学 5 33.95

飯島　伶奈 ﾅｶﾞｲSS 小学 5 33.41

櫛渕　そら ﾅｶﾞｲ玉村 小学 4 32.85

山中　理絵子  ﾅｶﾞｲSS 小学 4 33.00

木所　凛乃  ﾅｶﾞｲ玉村 小学 5 34.32

野口　良菜 ﾅｶﾞｲ玉村 小学 6 32.04

高橋　瑛星  ﾅｶﾞｲ玉村 小学 5 32.13

萩原　紗希 ﾅｶﾞｲSS 小学 6 31.27

近藤　さくら ﾅｶﾞｲSS 小学 6 31.02

田中　心寧 ﾅｶﾞｲSS 小学 6 32.31

桑山　日南子  ﾅｶﾞｲ玉村 中学 1 30.72

藤井　寧々 ﾅｶﾞｲ玉村 中学 1 30.05

川田　珠蘭  ﾅｶﾞｲ玉村 小学 6 30.78

寺田　夕純 ﾅｶﾞｲ前橋 小学 6 31.10

今村　莉穂 ﾅｶﾞｲ伊勢崎 中学 2 30.85

江原　希果  ﾅｶﾞｲSS 小学 5 30.29

ハーン　紗菜 ﾅｶﾞｲ前橋 中学 2 30.22

丸橋　由奈  ﾅｶﾞｲSS 中学 1 30.30

岡田　桃香  ﾅｶﾞｲ玉村 中学 1 30.15

田中　紗菜 ﾅｶﾞｲSS 中学 1 30.59

女子　50m　背泳ぎ

高橋　瑛星  ﾅｶﾞｲ玉村 小学 5 38.32

川田　珠蘭  ﾅｶﾞｲ玉村 小学 6 36.43

近藤　さくら ﾅｶﾞｲSS 小学 6 36.66

女子　50m　平泳ぎ

藤井　寧々 ﾅｶﾞｲ玉村 中学 1 34.95

夏目　珠愛 ﾅｶﾞｲSS 高校 1 37.57

西本　恵  ﾅｶﾞｲSS 高校 2 38.91



女子　50m　バタフライ

山中　理絵子  ﾅｶﾞｲSS 小学 4 37.02

木所　凛乃  ﾅｶﾞｲ玉村 小学 5 途中棄権

野口　良菜 ﾅｶﾞｲ玉村 小学 6 36.15

女子　50m　平泳ぎ　　中学生

氏　　　名 所　　　属 学年 タイム 備考

藤井　寧々 ﾅｶﾞｲ玉村 中学 1 34.64 ２位

女子　50m　平泳ぎ　　高校生以上

夏目　珠愛 ﾅｶﾞｲSS 高校 1 37.94 ５位

西本　恵  ﾅｶﾞｲSS 高校 2 38.75 ７位

女子　50m　バタフライ　　小学４年生以下

山中　理絵子  ﾅｶﾞｲSS 小学 4 36.92 ６位

女子　50m　自由形　　小学４年生以下

櫛渕　そら ﾅｶﾞｲ玉村 小学 4 32.56 ４位

山中　理絵子  ﾅｶﾞｲSS 小学 4 32.87 ５位

男子　50m　自由形　　小学５・6年生

高橋　力良  ﾅｶﾞｲ前橋 小学 6 27.79 １位
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