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2022/06/24～2022/06/26

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
白井　　遥  高2 角野　優莉  高3 榎本ヒカル  高1 狩野　美空  高1 小池　唯子  高3 園部りのあ  高3 大久保　咲  高3 正谷　瑶姫  高3

埼玉栄 春日部共栄 春日部共栄 武南 春日部共栄 埼玉栄 伊奈学園 熊谷女子

26.75 26.84 27.20 27.66 27.70 27.80 27.80 27.86

（同6位）

髙橋　彩加  高1 古江　花帆  高2 西野　沙耶  高1 渡邉　友香  高3 橋本　沙希  高1 守友陽花莉  高1 関根のぞみ  高2 寺島くるみ  高3

埼玉栄 本庄東 埼玉栄 星野 武南 武南 春日部共栄 春日部共栄

4:18.24 4:18.94 4:25.74 4:25.94 4:26.15 4:26.27 4:27.35 4:27.52

廣瀬　　碧  高3 山田　　澄  高1 加藤　心冨  高2 中村　光来  高2 早川　珠葵  高2 福田　優美  高3 秦　　愛莉  高1 髙澤　すず  高3

春日部共栄 春日部共栄 春日部共栄 栄東 松山女子 武南 埼玉栄 埼玉栄

2:30.39 2:32.58 2:34.56 2:34.70 2:35.82 2:39.63 2:40.79 2:42.17

関根　倖彩  高2 会沢　心唯  高2 松下　　茜  高3 金井　梨奈  高1 髙山　愛香  高1 大友　花恵  高2 佐久間惟由  高3 星野　利咲  高2

春日部共栄 春日部共栄 武南 春日部共栄 浦和第一女子 埼玉栄 星野 星野

2:12.53 2:14.74 2:16.06 2:20.20 2:20.52 2:21.67 2:23.46 2:24.66

中島　紗希  高1 北山愛優美  高3 稲荷山　空  高3 横田宇佐子  高1 渡部　春奈  高3 緑川　小瑚  高2 渡部　空咲  高1 原　　和奏  高3

武南 花咲徳栄 埼玉栄 春日部共栄 昌平 武南 星野 春日部共栄

2:19.99 2:22.72 2:23.61 2:24.39 2:26.95 2:27.19 2:28.10 2:28.24

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

関根　倖彩  高2 森山　　倖  高2 小林　遙那  高1 兼岡　楓菜  高2 山本　結月  高1 堺澤　舞香  高3 古江　花帆  高2 早舩　莉音  高1

角野　優莉  高3 山田　菜月  高1 松下　　茜  高3 神谷　奏音  高1 北山愛優美  高3 田中　結衣  高1 加藤　愛紗  高3 髙山　愛香  高1

佐々木美莉  高2 古俣　　桜  高3 中島　紗希  高1 齋藤　　碧  高1 武笠　莉緒  高2 小黒　蒼依  高3 植原　万遥  高1 中目　夏葉  高3

加藤　心冨  高2 白井　　遥  高2 内堀　瑠璃  高2 渡邉　友香  高3 清水　瑠菜  高3 大久保　咲  高3 尾籠　優菜  高3 神谷　茉那  高3

3:53.25  Fin. 4:00.24  Fin. 4:00.81  Fin. 4:01.33  Fin. 4:04.04  Fin. 4:05.38  Fin. 4:08.03  Fin. 4:09.93  Fin.

57.75  1st. 1:02.51  1st. 1:01.94  1st. 59.47  1st. 57.78  1st. 1:01.35  1st. 59.44  1st. 1:04.92  1st.
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