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2020/09/19～2020/09/21

会場  川口市青木町公園総合運動場プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
篠塚　聖妃  高2 角野　優莉  高1 小池　唯子  高1 齋藤　　碧  高2 神谷　茉那  高1 野原麻里菜  高2 園部りのあ  高1 大久保　咲  高1

埼玉栄 春日部共栄 春日部共栄 武南 浦和第一女子 熊谷女子 埼玉栄 伊奈学園

26.71 27.32 27.76 27.86 27.92 28.04 28.36 28.43

大会新

武田　眞咲  高2 公地　七海  高2 渡邉　友香  高1 若井亜由梨  高2 稲荷山　空  高1 岡田　琉花  高2 浅見　麻乃  高2 小黒　蒼依  高1

春日部共栄 松山女子 星野 春日部共栄 埼玉栄 川口市立 春日部共栄 伊奈学園

4:26.06 4:27.30 4:30.95 4:31.82 4:31.95 4:32.92 4:33.39 4:33.50

菅　美奈実  高2 廣瀬　　碧  高1 矢島　里彩  高2 福田　優美  高1 片岡あゆな  高2 岡安　もえ  高1 木暮あかり  高2 齋藤　柚子  高2

埼玉栄 春日部共栄 春日部共栄 武南 武南 埼玉栄 春日部共栄 伊奈学園

2:32.30 2:32.79 2:36.41 2:37.51 2:44.28 2:46.34 2:47.22 2:48.09

守友　晃子  高2 松下　　茜  高1 寺島くるみ  高1 蓮原　愛実  高2 秋山菜々花  高1 原　　和奏  高1 佐久間惟由  高1 尾籠　優菜  高1

武南 武南 春日部共栄 花咲徳栄 埼玉栄 春日部共栄 星野 本庄東

2:15.56 2:17.35 2:17.76 2:19.22 2:20.18 2:22.33 2:23.48 2:26.71

大会新

三浦　夕依  高2 北山愛優美  高1 本田　遥香  高2 宗形　風花  高2 渡部　春奈  高1 森岡　侑杏  高1 松原　聖奈  高2 鈴木麻咲美  高1

武南 花咲徳栄 伊奈学園 武南 昌平 埼玉栄 不動岡 花咲徳栄

2:20.05 2:24.69 2:26.61 2:26.83 2:29.64 2:29.90 2:33.13 2:34.32

春日部共栄  高 埼玉栄  高 武南  高 花咲徳栄  高 伊奈学園  高 浦和第一女子  高 松山女子  高 星野  高

小池　唯子  高1 長谷部麻衣  高2 松下　　茜  高1 蓮原　愛実  高2 本田　遥香  高2 神谷　茉那  高1 内田　琳野  高2 渡邉　友香  高1

角野　優莉  高1 稲荷山　空  高1 齋藤　　碧  高2 武上紗也奈  高2 小黒　蒼依  高1 中目　夏葉  高1 堺　　聖恵  高2 菅沼　凜歩  高2

酒井　　凌  高2 園部りのあ  高1 三浦　夕依  高2 北山愛優美  高1 大久保　咲  高1 臼田ゆらら  高2 根岸　花梨  高1 佐久間惟由  高1

武田　眞咲  高2 篠塚　聖妃  高2 守友　晃子  高2 相馬さくら  高2 堺澤　舞香  高1 板倉さくら  高2 公地　七海  高2 野澤　優意  高2

3:58.08  Fin. 3:59.80  Fin. 4:00.93  Fin. 4:03.97  Fin. 4:05.11  Fin. 4:05.20  Fin. 4:08.38  Fin. 4:09.96  Fin.

59.21  1st. 1:00.95  1st. 1:00.62  1st. 59.78  1st. 1:00.18  1st. 1:00.50  1st. 1:01.32  1st. 1:01.88  1st.

2020/09/19 11:05:00 SEIKO Swimming Results System
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タイム決勝
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  50m 

タイム決勝
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 400m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 200m 

タイム決勝

バタフライ 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 200m 

タイム決勝


