
プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

1 中学 男子 400m メドレーリレー *** 福光中学校 中学 福光中 棄権

2 中学 女子 400m メドレーリレー 1 出町中学校 中学 出町中 5:17.75

（金島衣杏・石野陽菜・川島美憂・吉江桃香）

5 小学 男子 25m 自由形 1 森崎　太陽 小6 城端小 :17.31

5 小学 男子 25m 自由形 2 吉田　有慧 小5 福光東部小 :17.45

5 小学 男子 25m 自由形 3 荒木　優希 小6 城端小 :19.86

5 小学 男子 25m 自由形 4 天野　世那 小4 福光東部小 :20.87

5 小学 男子 25m 自由形 5 三宅　俊飛 小2 城端小 :20.98

5 小学 男子 25m 自由形 6 溝口　善太 小4 福光東部小 :21.38

5 小学 男子 25m 自由形 7 平田　真生 小6 城端小 :25.70

5 小学 男子 25m 自由形 8 山瀬　虎太郎 小1 城端小 :26.30

5 小学 男子 25m 自由形 9 池田　智洸 小3 城端小 :27.20

5 小学 男子 25m 自由形 10 平田　琉生 小3 城端小 :30.08

5 小学 男子 25m 自由形 11 浅野　千聖 小1 城端小 :31.27

5 小学 男子 25m 自由形 *** 河合　亮怜 小3 福光中部小 棄権

5 小学 男子 25m 自由形 *** 平田　礼生 小4 城端小 棄権

6 小学 女子 25m 自由形 1 湯浅　咲渚 小5 福光中部小 :14.90 大会新

6 小学 女子 25m 自由形 2 中嶋　優 小4 城端小 :19.86

6 小学 女子 25m 自由形 3 今村　紗雪 小4 福光東部小 :20.09

6 小学 女子 25m 自由形 4 湯浅　茉捺 小2 福光中部小 :21.75

6 小学 女子 25m 自由形 5 森田　悠月 小2 福光東部小 :26.05

6 小学 女子 25m 自由形 6 藤井　明日香 小3 城端小 :30.08

6 小学 女子 25m 自由形 7 南　緋佳里 小3 城端小 :33.47



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

7 中学 男子 100m 平泳ぎ 1 中田　大智 中1 出町中 1:29.46

8 中学 女子 100m 平泳ぎ 1 石野　陽菜 中1 出町中 1:26.57

8 中学 女子 100m 平泳ぎ 2 前寺　美郁 中1 吉江中 1:32.90

8 中学 女子 100m 平泳ぎ 3 田中　花凛 中1 庄西中 1:49.48

8 中学 女子 100m 平泳ぎ 4 高橋　愛結樹 中1 庄西中 2:18.87

9 小学 男子 100m 平泳ぎ 1 笠井　太貴 小6 福野小 1:17.71

9 小学 男子 100m 平泳ぎ 2 野原　拓也 小6 福光東部小 1:25.07

9 小学 男子 100m 平泳ぎ 3 中村　悠新 小6 福光中部小 1:25.34

9 小学 男子 100m 平泳ぎ 4 大島　拓実 小5 ア・ミュー 1:33.00

9 小学 男子 100m 平泳ぎ 5 二川　真優 小6 福光東部小 1:33.55

9 小学 男子 100m 平泳ぎ 6 天羽　隼人 小4 ア・ミュー 1:39.39 大会新

10 小学 女子 100m 平泳ぎ 1 平田　想奈 小4 城端小 1:36.65

11 小学 男子 25m 平泳ぎ 1 吉田　有慧 小5 福光東部小 :23.92

11 小学 男子 25m 平泳ぎ 2 北島　駿乃介 小4 福光中部小 :24.02

11 小学 男子 25m 平泳ぎ 3 溝口　善太 小4 福光東部小 :27.05

11 小学 男子 25m 平泳ぎ 4 天野　世那 小4 福光東部小 :30.74

12 小学 女子 25m 平泳ぎ 1 谷山　須弥子 小6 福光東部小 :19.91 大会新

12 小学 女子 25m 平泳ぎ 2 三宅　優衣 小4 城端小 :22.23 大会新

12 小学 女子 25m 平泳ぎ 3 中嶋　優 小4 城端小 :28.76

12 小学 女子 25m 平泳ぎ 4 今村　紗雪 小4 福光東部小 :28.83

12 小学 女子 25m 平泳ぎ 5 湯浅　茉捺 小2 福光中部小 :32.43

12 小学 女子 25m 平泳ぎ 6 道海　紬心 小3 福光南部小 :41.81



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

13 中学 男子 100m バタフライ *** 石井　岳人 中2 福光中 棄権

14 中学 女子 100m バタフライ 1 丸山　にこ 中1 石動中 1:11.03

14 中学 女子 100m バタフライ 2 川島　美優 中2 出町中 1:16.00

15 小学 男子 100m バタフライ 1 泉谷　優輔 小6 福野小 1:19.07

16 小学 女子 100m バタフライ 1 中嶋　碧 小4 城端小 1:11.22 大会新

17 小学 男子 25m バタフライ 1 二川　真優 小6 福光東部小 :17.15 大会新

17 小学 男子 25m バタフライ 2 二川　遥真 小4 福光東部小 :17.99 大会新

17 小学 男子 25m バタフライ 3 株田　健心 小3 福光中部小 :26.87

18 小学 女子 25m バタフライ 1 湯浅　咲渚 小5 福光中部小 :16.26 大会新

18 小学 女子 25m バタフライ 2 山田　悠未 小4 福光東部小 :26.53

18 小学 女子 25m バタフライ 3 今村　紗雪 小4 福光東部小 :26.66

18 小学 女子 25m バタフライ 4 湯浅　茉捺 小2 福光中部小 :29.14

20 中学 女子 100m 自由形 1 西村　悠花 中2 福野中 1:13.35

20 中学 女子 100m 自由形 2 澤田　愛華 中1 庄西中 1:18.54

20 中学 女子 100m 自由形 3 髙田　真菜 中2 庄西中 1:26.01



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

21 小学 男子 100m 自由形 1 松居　颯真 小5 福光中部小 1:00.92 大会新

21 小学 男子 100m 自由形 2 野原　拓也 小6 福光東部小 1:07.36

21 小学 男子 100m 自由形 3 笠井　太貴 小6 福野小 1:12.16

21 小学 男子 100m 自由形 4 大島　拓実 小5 ア・ミュー 1:18.69

21 小学 男子 100m 自由形 5 泉谷　駿輔 小5 福野小 1:18.99

21 小学 男子 100m 自由形 6 二川　遥真 小4 福光東部小 1:20.55

21 小学 男子 100m 自由形 7 中川　智瑛 小5 城端小 1:22.32

21 小学 男子 100m 自由形 8 天羽　隼人 小4 ア・ミュー 1:26.21

21 小学 男子 100m 自由形 9 野嶋　巧汰 小5 福光南部小 1:28.83

21 小学 男子 100m 自由形 10 北島　駿乃介 小4 福光中部小 1:31.61

21 小学 男子 100m 自由形 11 天野　世那 小4 福光東部小 1:46.57

22 小学 女子 100m 自由形 1 中嶋　碧 小4 城端小 1:06.61 大会新

22 小学 女子 100m 自由形 2 湯浅　咲渚 小5 福光中部小 1:08.55 大会新

22 小学 女子 100m 自由形 3 安達　桜子 小5 城端小 1:10.84

22 小学 女子 100m 自由形 4 金島　埜杏 小6 ア・ミュー 1:13.85

22 小学 女子 100m 自由形 5 古嶋　彩名 小6 福光東部小 1:22.88

22 小学 女子 100m 自由形 6 長澤　愛奈 小6 福光東部小 1:24.74

23 小学 男子 25m 板キック 1 平田　琉生 小3 城端小 :30.80

23 小学 男子 25m 板キック 2 池田　智洸 小3 城端小 :31.50

23 小学 男子 25m 板キック *** 河合　亮怜 小3 福光中部小 棄権

24 小学 女子 25m 板キック 1 湯浅　茉捺 小2 福光中部小 :25.59 大会新

24 小学 女子 25m 板キック 2 今村　紗雪 小4 福光東部小 :28.46 暫定記録

24 小学 女子 25m 板キック 3 森田　悠月 小2 福光東部小 :28.67

24 小学 女子 25m 板キック 4 南　緋佳里 小3 城端小 :31.03

24 小学 女子 25m 板キック 5 藤井　明日香 小3 城端小 :31.15

24 小学 女子 25m 板キック 6 東田　彩吹 小1 福光中部小 :37.24

24 小学 女子 25m 板キック 7 山本　環 小1 福光中部小 :45.06



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

25 中学 男子 100m 背泳ぎ 1 藤本　優生 中2 福光中 1:12.49

26 中学 女子 100m 背泳ぎ 1 丸山　にこ 中1 石動中 1:12.17 大会新

26 中学 女子 100m 背泳ぎ 2 金島　衣杏 中2 出町中 1:18.87

26 中学 女子 100m 背泳ぎ 3 西村　悠花 中2 福野中 1:19.12

26 中学 女子 100m 背泳ぎ 4 堀田　はな 中1 出町中 1:28.58

27 小学 男子 100m 背泳ぎ 1 谷村　拓海 小6 福光中部小 1:26.13

27 小学 男子 100m 背泳ぎ 2 大島　拓実 小5 ア・ミュー 1:30.21

28 小学 女子 100m 背泳ぎ 1 谷山　須弥子 小6 福光東部小 1:25.57

28 小学 女子 100m 背泳ぎ 2 長澤　愛奈 小6 福光東部小 1:31.66

29 小学 男子 25m 背泳ぎ 1 野嶋　巧汰 小5 福光南部小 :22.26

29 小学 男子 25m 背泳ぎ 2 溝口　善太 小4 福光東部小 :25.85

29 小学 男子 25m 背泳ぎ 3 株田　健心 小3 福光中部小 :26.20

29 小学 男子 25m 背泳ぎ 4 天野　世那 小4 福光東部小 :26.72

30 小学 女子 25m 背泳ぎ 1 谷山　須弥子 小6 福光東部小 :17.95 大会新

30 小学 女子 25m 背泳ぎ 2 中嶋　優 小4 城端小 :23.98

30 小学 女子 25m 背泳ぎ 3 山田　悠未 小4 福光東部小 :24.78

30 小学 女子 25m 背泳ぎ 4 湯浅　茉捺 小2 福光中部小 :25.36

30 小学 女子 25m 背泳ぎ 5 今村　紗雪 小4 福光東部小 :28.16

30 小学 女子 25m 背泳ぎ 6 森田　悠月 小2 福光東部小 :31.16

30 小学 女子 25m 背泳ぎ 7 道海　紬心 小3 福光南部小 :35.19



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

31 中学 男子 200m 個人メドレー 1 野原　大輔 中2 吉江中 2:31.28

31 中学 男子 200m 個人メドレー 2 古牧　士郎 中1 大谷中 2:42.62

31 中学 男子 200m 個人メドレー 3 前田　凌汰 中2 庄西中 2:52.50

31 中学 男子 200m 個人メドレー 4 岩見　龍久叶 中1 庄西中 2:56.61

32 中学 女子 200m 個人メドレー 1 平野　佐季 中1 石動中 2:34.91

32 中学 女子 200m 個人メドレー 2 吉江　桃香 中2 出町中 2:43.29

32 中学 女子 200m 個人メドレー 3 宮本　紗寧 中2 城端中 2:52.01

32 中学 女子 200m 個人メドレー 4 堀田　はな 中1 出町中 3:12.41

32 中学 女子 200m 個人メドレー 5 若森　有咲 中1 般若中 3:14.52

32 中学 女子 200m 個人メドレー 6 澤田　愛華 中1 庄西中 3:18.52

32 中学 女子 200m 個人メドレー *** 田中　花凛 中1 庄西中 棄権

33 小学 男子 200m 個人メドレー 1 松居　颯真 小5 福光中部小 2:29.83 大会新

33 小学 男子 200m 個人メドレー 2 笠井　太貴 小6 福野小 2:49.14

33 小学 男子 200m 個人メドレー 3 泉谷　優輔 小6 福野小 2:50.76

33 小学 男子 200m 個人メドレー 4 中村　悠新 小6 福光中部小 2:52.64

33 小学 男子 200m 個人メドレー 5 二川　真優 小6 福光東部小 3:00.27

33 小学 男子 200m 個人メドレー 6 大島　拓実 小5 ア・ミュー 3:03.15

33 小学 男子 200m 個人メドレー 7 泉谷　駿輔 小5 福野小 3:10.22

33 小学 男子 200m 個人メドレー 8 二川　遥真 小4 福光東部小 3:21.22

34 小学 女子 200m 個人メドレー 1 中嶋　碧 小4 城端小 2:40.44 大会新

34 小学 女子 200m 個人メドレー 2 金島　埜杏 小6 ア・ミュー 2:47.29

34 小学 女子 200m 個人メドレー 3 橋爪　京香 小5 福野小 2:49.00

34 小学 女子 200m 個人メドレー 4 安達　桜子 小5 城端小 2:52.31



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

35 中学 男子 1500m 自由形 1 杉浦　柊哉 中2 福光中 18:22.35 大会新

35 中学 男子 1500m 自由形 2 岩城　幸太郎 中1 福光中 20:38.43

36 中学 女子 800m 自由形 1 前寺　美郁 中1 吉江中 12:04.22

37 中学 男子 50m 自由形 1 野原　大輔 中2 吉江中 :29.01

37 中学 男子 50m 自由形 2 石井　岳人 中2 福光中 :30.14

37 中学 男子 50m 自由形 3 岩城　幸太郎 中1 福光中 :30.18

37 中学 男子 50m 自由形 4 前田　凌汰 中2 庄西中 :31.70

37 中学 男子 50m 自由形 5 三輪　貴士 中1 出町中 :38.77

38 中学 女子 50m 自由形 1 吉江　桃香 中1 出町中 :31.08

38 中学 女子 50m 自由形 2 川島　美優 中2 出町中 :31.62

38 中学 女子 50m 自由形 3 若森　有咲 中1 般若中 :33.34

38 中学 女子 50m 自由形 4 高橋　愛結樹 中1 庄西中 :48.04



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

39 小学 男子 50m 自由形 1 松居　颯真 小5 福光中部小 :29.06 大会新

39 小学 男子 50m 自由形 2 野原　拓也 小6 福光東部小 :30.55

39 小学 男子 50m 自由形 3 泉谷　優輔 小6 福野小 :30.74

39 小学 男子 50m 自由形 4 笠井　太貴 小6 福野小 :33.64

39 小学 男子 50m 自由形 5 谷村　拓海 小6 福光中部小 :35.10

39 小学 男子 50m 自由形 6 二川　真優 小6 福光東部小 :35.34

39 小学 男子 50m 自由形 7 泉谷　駿輔 小5 福野小 :36.36

39 小学 男子 50m 自由形 8 吉田　有慧 小5 福光東部小 :36.98

39 小学 男子 50m 自由形 9 二川　遥真 小4 福光東部小 :37.16

39 小学 男子 50m 自由形 10 森崎　太陽 小6 城端小 :38.11

39 小学 男子 50m 自由形 11 中川　智瑛 小5 城端小 :38.57

39 小学 男子 50m 自由形 12 天羽　隼人 小4 ア・ミュー :39.18

39 小学 男子 50m 自由形 13 野嶋　巧汰 小5 福光南部小 :40.35

39 小学 男子 50m 自由形 14 北島　駿乃介 小4 福光中部小 :41.12

39 小学 男子 50m 自由形 15 荒木　優希 小6 城端小 :44.06

39 小学 男子 50m 自由形 16 溝口　善太 小4 福光東部小 :45.13

39 小学 男子 50m 自由形 17 竹田　航輝 小5 福光東部小 :45.91

39 小学 男子 50m 自由形 18 天野　世那 小4 福光東部小 :49.19

39 小学 男子 50m 自由形 19 三宅　俊飛 小2 城端小 :50.90

39 小学 男子 50m 自由形 20 山瀬　虎太郎 小1 城端小 1:05.37

39 小学 男子 50m 自由形 21 平田　真生 小6 城端小 1:05.95

39 小学 男子 50m 自由形 22 浅野　千聖 小1 城端小 1:06.59

39 小学 男子 50m 自由形 *** 平田　礼生 小4 城端小 棄権

39 小学 男子 50m 自由形 *** 長澤　陽己 小4 福光東部小 棄権



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

40 小学 女子 50m 自由形 1 中嶋　碧 小4 城端小 :31.22 大会新

40 小学 女子 50m 自由形 2 湯浅　咲渚 小5 福光中部小 :31.62

40 小学 女子 50m 自由形 3 橋爪　京香 小5 福野小 :32.68

40 小学 女子 50m 自由形 4 金島　埜杏 小6 ア・ミュー :32.91

40 小学 女子 50m 自由形 5 谷山　須弥子 小6 福光東部小 :33.52

40 小学 女子 50m 自由形 6 平田　想奈 小4 城端小 :33.92 大会新

40 小学 女子 50m 自由形 7 辻　唯愛 小5 ア・ミュー :36.15

40 小学 女子 50m 自由形 8 古嶋　彩名 小6 福光東部小 :36.46

40 小学 女子 50m 自由形 9 三宅　優衣 小4 城端小 :37.94

40 小学 女子 50m 自由形 10 玉崎　蓮依 小5 福野小 :37.98

40 小学 女子 50m 自由形 11 大西　琴葉 小3 城端小 :38.12

40 小学 女子 50m 自由形 12 安田　奈々花 小5 福野小 :39.23

40 小学 女子 50m 自由形 13 岩城　こころ 小3 福光中部小 :40.26

40 小学 女子 50m 自由形 14 廣瀬　彩音 小4 城端小 :40.39

40 小学 女子 50m 自由形 15 城宝　結衣 小5 福野小 :41.44

40 小学 女子 50m 自由形 16 梅本　彩芭 小3 城端小 :46.90

40 小学 女子 50m 自由形 17 杉浦　栞渚 小4 福光中部小 :46.97

40 小学 女子 50m 自由形 18 山田　悠未 小4 福光東部小 :47.68

40 小学 女子 50m 自由形 19 湯浅　茉捺 小2 福光中部小 :48.48

40 小学 女子 50m 自由形 20 今村　紗雪 小4 福光東部小 :48.87



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

42 中学 女子 200m 平泳ぎ 1 石野　陽菜 中1 出町中 3:02.24

43 小学 男子 50m 平泳ぎ 1 笠井　太貴 小6 福野小 :37.18 大会新

43 小学 男子 50m 平泳ぎ 2 中村　悠新 小6 福光中部小 :39.43 大会新

43 小学 男子 50m 平泳ぎ 3 泉谷　優輔 小6 福野小 :42.49

43 小学 男子 50m 平泳ぎ 4 二川　真優 小6 福光東部小 :43.79

43 小学 男子 50m 平泳ぎ 5 大島　拓実 小5 ア・ミュー :45.62

43 小学 男子 50m 平泳ぎ 6 天羽　隼人 小4 ア・ミュー :47.44

43 小学 男子 50m 平泳ぎ 7 吉田　有慧 小5 福光東部小 :49.84

43 小学 男子 50m 平泳ぎ 8 泉谷　駿輔 小5 福野小 :51.11

43 小学 男子 50m 平泳ぎ 9 北島　駿乃介 小4 福光中部小 :56.18

43 小学 男子 50m 平泳ぎ 10 溝口　善太 小4 福光東部小 :59.36

43 小学 男子 50m 平泳ぎ 11 竹田　航輝 小5 福光東部小 1:00.73

43 小学 男子 50m 平泳ぎ *** 長澤　陽己 小4 福光東部小 棄権

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 1 金島　埜杏 小6 ア・ミュー :39.31

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 2 中嶋　碧 小4 城端小 :40.14 大会新

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 3 橋爪　京香 小5 福野小 :43.34

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 4 安達　桜子 小5 城端小 :44.74

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 5 平田　想奈 小4 城端小 :45.41

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 6 三宅　優衣 小4 城端小 :47.91

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 7 古嶋　彩名 小6 福光東部小 :50.09

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 8 玉崎　蓮依 小5 福野小 :50.20

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 9 安田　奈々花 小5 福野小 :51.97

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 10 大西　琴葉 小3 城端小 :55.28

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 11 廣瀬　彩音 小4 城端小 :55.36

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 12 城宝　結衣 小5 福野小 :55.48

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 13 梅本　彩芭 小3 城端小 :58.81

44 小学 女子 50m 平泳ぎ 14 山田　悠未 小4 福光東部小 1:01.69



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

45 中学 男子 200m バタフライ 1 中田　大智 中1 出町中 2:57.23

47 小学 男子 50m バタフライ 1 松居　颯真 小5 福光中部小 :31.19 大会新

47 小学 男子 50m バタフライ 2 泉谷　優輔 小6 福野小 :33.47

47 小学 男子 50m バタフライ 3 野原　拓也 小6 福光東部小 :33.48

47 小学 男子 50m バタフライ 4 泉谷　駿輔 小5 福野小 :39.22

47 小学 男子 50m バタフライ 5 二川　遥真 小4 福光東部小 :42.92

48 小学 女子 50m バタフライ 1 中嶋　碧 小4 城端小 :34.70 大会新

48 小学 女子 50m バタフライ 2 金島　埜杏 小6 ア・ミュー :35.60

48 小学 女子 50m バタフライ 3 湯浅　咲渚 小5 福光中部小 :35.78

48 小学 女子 50m バタフライ 4 橋爪　京香 小5 福野小 :36.78

48 小学 女子 50m バタフライ 5 玉崎　蓮依 小5 福野小 :40.36

48 小学 女子 50m バタフライ 6 辻　唯愛 小5 ア・ミュー :42.96

48 小学 女子 50m バタフライ 7 廣瀬　彩音 小4 城端小 :47.00

49 中学 男子 200m 自由形 1 杉浦　柊哉 中2 福光中 2:18.88

49 中学 男子 200m 自由形 2 古牧　士郎 中1 大谷中 2:19.44

49 中学 男子 200m 自由形 3 岩見　龍久叶 中1 庄西中 2:37.87

50 中学 女子 200m 自由形 1 平野　佐季 中1 石動中 2:15.21 大会新

50 中学 女子 200m 自由形 2 髙田　真菜 中2 庄西中 3:13.49



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

51 小学 男子 100m 個人メドレー 1 笠井　太貴 小6 福野小 1:22.08 大会新

51 小学 男子 100m 個人メドレー 2 谷村　拓海 小6 福光中部小 1:24.77 大会新

51 小学 男子 100m 個人メドレー 3 二川　真優 小6 福光東部小 1:27.16 大会新

51 小学 男子 100m 個人メドレー 4 天羽　隼人 小4 ア・ミュー 1:34.68

51 小学 男子 100m 個人メドレー 5 二川　遥真 小4 福光東部小 1:34.75

51 小学 男子 100m 個人メドレー 6 北島　駿乃介 小4 福光中部小 1:45.60

51 小学 男子 100m 個人メドレー 7 野嶋　巧汰 小5 福光南部小 1:46.44

52 小学 女子 100m 個人メドレー 1 橋爪　京香 小5 福野小 1:22.07 大会新

52 小学 女子 100m 個人メドレー 2 谷山　須弥子 小6 福光東部小 1:25.74

52 小学 女子 100m 個人メドレー 3 杉浦　栞渚 小4 福光中部小 1:52.86

53 中学 男子 200m 背泳ぎ 1 藤本　優生 中2 福光中 2:36.07

54 中学 女子 200m 背泳ぎ 1 金島　衣杏 中2 出町中 2:58.89



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

55 小学 男子 50m 背泳ぎ 1 泉谷　優輔 小6 福野小 :39.90

55 小学 男子 50m 背泳ぎ 2 谷村　拓海 小6 福光中部小 :40.69

55 小学 男子 50m 背泳ぎ 3 泉谷　駿輔 小5 福野小 :44.82

55 小学 男子 50m 背泳ぎ 4 野嶋　巧汰 小5 福光南部小 :49.56

55 小学 男子 50m 背泳ぎ 5 溝口　善太 小4 福光東部小 :55.55

55 小学 男子 50m 背泳ぎ *** 河合　亮怜 小3 福光中部小 棄権

56 小学 女子 50m 背泳ぎ 1 安達　桜子 小5 城端小 :37.41

56 小学 女子 50m 背泳ぎ 2 橋爪　京香 小5 福野小 :37.48

56 小学 女子 50m 背泳ぎ 3 金島　埜杏 小6 ア・ミュー :38.17

56 小学 女子 50m 背泳ぎ 4 谷山　須弥子 小6 福光東部小 :39.81

56 小学 女子 50m 背泳ぎ 5 玉崎　蓮依 小5 福野小 :44.37

56 小学 女子 50m 背泳ぎ 6 岩城　こころ 小3 福光中部小 :47.80

56 小学 女子 50m 背泳ぎ 7 梅本　彩芭 小3 城端小 :54.84

56 小学 女子 50m 背泳ぎ 8 湯浅　茉捺 小2 福光中部小 :55.58

58 中学 女子 400m 個人メドレー 1 宮本　紗寧 中2 城端中 5:58.14



プロNo. 区分 性別 距離 種目 着順 氏名 学年 所属 記録 備考

59 小学 男子 200m フリーリレー 1 福光中部小学校 小学 福光中部小 2:13.62

（松居颯真・谷村拓海・北島駿乃介・中村悠新）

59 小学 男子 200m フリーリレー 2 福光東部小学校 小学 福光東部小 2:20.66

（野原拓也・二川真優・吉田有慧・二川遥真）

60 小学 女子 200m フリーリレー 1 城端小学校Ａ 小学 城端小 2:16.12

（中嶋碧・安達桜子・平田想奈・三宅優衣）

60 小学 女子 200m フリーリレー 2 城端小学校Ｂ 小学 城端小 2:47.80

（大西琴葉・中嶋優・梅本彩芭・廣瀬彩音）

60 小学 オープン 200m フリーリレー 1 ア・ミューGOD 小学 オープン 2:08.01

（泉谷優輔・橋爪京香・金島埜杏・笠井太貴）

60 小学 オープン 200m フリーリレー 1 ア・ミューＳＣ 小学 オープン 2:18.40 オープン

60 小学 オープン 200m フリーリレー 1 ＩＯＸ 小学 オープン 2:33.40 オープン

（湯浅咲渚・岩城こころ・杉浦栞渚・谷山須弥子）

61 中学 男子 400m フリーリレー 1 福光中学校 中学 福光中 4:27.51

（杉浦柊哉・石井岳人・岩城幸太郎・藤本優成）

62 中学 女子 400m フリーリレー 1 出町中学校 中学 出町中 4:47.80

（吉江桃香・金島衣杏・石野陽菜・川島美憂）

（古嶋彩名・安田菜々花・大島拓実・城宝結衣・天羽隼人・辻唯愛・玉崎蓮依・泉谷駿輔）


