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会場  青木町公園水泳場  会場  青木町公園水泳場  会場  青木町公園水泳場  会場  青木町公園水泳場      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 江森　　優 高2 山口　侑希 高1 伊藤　若菜 高1 堀川　佑香 高1 谷　　千智 高2 神津　春佳 高1 伊藤　美羽 高2 高嶋　歩実 高2

100m 春日部共栄 武南 埼玉栄 埼玉栄 星野 花咲徳栄 星野 川越女子

決勝 58.18 58.89 59.26 1:00.22 1:00.60 1:01.09 1:01.74 1:02.07

(大会新)

自由形 國藤　楓美 高2 寺内　　悠 高2 佐藤　瑞帆 高1 池田　侑香 高2 鈴木　　希 高2 日野　聡美 高1 柳　　萌菜 高1 寺田　愛海 高2

800m 春日部共栄 埼玉栄 武南 花咲徳栄 埼玉栄 春日部共栄 花咲徳栄 埼玉栄

タイム決勝 9:15.87 9:18.21 9:30.88 9:49.44 9:50.90 9:53.22 10:01.17 10:04.17

背泳ぎ 大西　彩夏 高2 金子　夢奈 高2 中島　希実 高1 伊沢　結花 高2 畝原　彩有 高1 風戸　七海 高1 深江　桃花 高1 薄井　　優 高2

100m 春日部共栄 細田学園 埼玉栄 武南 花咲徳栄 大宮東 星野 武南

決勝 1:05.31 1:05.67 1:06.90 1:07.04 1:09.02 1:09.62 1:10.13 1:10.20

平泳ぎ 小島　菜緒 高2 守　萌々子 高1 土谷　朝美 高2 大河内ひなた 高1 高鳥　春佳 高1 篠田ひかる 高1 坂本樹莉亜 高2 矢島かのん 高1

200m 埼玉栄 埼玉栄 春日部共栄 星野 不動岡 春日部共栄 花咲徳栄 花咲徳栄

決勝 2:33.82 2:35.22 2:39.39 2:40.04 2:41.95 2:42.32 2:45.49 2:49.18

バタフライ 塩入　涼葉 高1 春原　美翔 高1 山本　明穂 高2 秋永　　唯 高1 高塚　風香 高2 高安　莉子 高2 宮下あやめ 高1 高橋　花帆 高2

200m 春日部共栄 武南 星野 埼玉栄 武南 花咲徳栄 大宮東 本庄東

決勝 2:18.79 2:19.79 2:28.79 2:31.24 2:33.95 2:34.56 2:36.01 2:36.10

個人メドレー 嵯峨　　皐 高1 小宮　伊織 高1 松平花津音 高1 一戸　真央 高1 大村　華乃 高1 安藤　加純 高2 宮澤　杏実 高1 宮澤　佑衣 高2

200m 春日部共栄 埼玉栄 武南 武南 花咲徳栄 熊谷女子 伊奈学園 埼玉栄

決勝 2:19.65 2:20.44 2:24.10 2:24.20 2:25.23 2:28.01 2:29.77 2:31.02

リレー 武南 高 埼玉栄 高 春日部共栄 高 花咲徳栄 高 星野 高 伊奈学園 高 本庄東 高 川越女子 高

400m 山口　侑希 高1 堀川　佑香 高1 江森　　優 高2 大村　華乃 高1 大井　麻椰 高1 秋田　香苗 高1 千葉美捺穂 高2 伊地知小南 高1

決勝 藤原　海帆 高1 柴田菜奈華 高1 嵯峨　　皐 高1 原田　七海 高1 伊藤　美羽 高2 宮澤　杏実 高1 島田明香里 高2 石井　美帆 高1

松平花津音 高1 寺内　　悠 高2 冨澤　彩乃 高2 荻野　円袈 高2 山本　明穂 高2 浅見　佳世 高2 佐藤　真由 高1 大室　花菜 高2

一戸　真央 高1 伊藤　若菜 高1 塩入　涼葉 高1 神津　春佳 高1 谷　　千智 高2 宮谷菜々子 高2 高橋　花帆 高2 高嶋　歩実 高2

4:00.09 Fin. 4:01.86 Fin. 4:02.67 Fin. 4:05.79 Fin. 4:05.85 Fin. 4:15.10 Fin. 4:15.37 Fin. 4:16.24 Fin.

   59.95 1st.  1:00.73 1st.    59.08 1st.  1:00.49 1st.  1:02.53 1st.  1:03.47 1st.  1:00.52 1st.  1:03.09 1st.
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