
組/水路 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

競技No. 1 女子 4x50m フリーリレー タイム決勝 合同レース
2/4 金井学園ＳＣ (安田　莉子      ) 高校    27.09  1:50.26 県新

県高新
大会新

競技No. 2 男子 4x50m フリーリレー タイム決勝 合同レース
3/4 金井学園ＳＣ (青山　翔夢      ) 高校    25.19  1:37.60 県新

県高新
大会新

競技No. 5 女子   50m バタフライ タイム決勝 合同レース
4/4 吉川　碧海 みくにアクア 小6    29.52 県学新

大会新

競技No. 7 女子  200m バタフライ タイム決勝 合同レース
1/4 中川　栞那 金井学園ＳＣ 高2  2:19.12 大会新

競技No. 8 男子  200m バタフライ タイム決勝 合同レース
1/4 毛利慎之介 おおいアクア 高3  1:58.81 大会新

競技No. 11 女子  200m 背泳ぎ タイム決勝 合同レース
2/5 内田　碧空 ＫＴＰつるが 中2  2:20.07 大会新

競技No. 12 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝 合同レース
2/5 西山　理都 ＫＴＰつるが 中1  2:16.64 大会新
2/3 竹野　伊織 新田塚ふくい 小6  2:09.82 県学新

競技No. 16 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝 合同レース
2/4 赤松　奈生 ＫＴＰたけふ 高3  2:18.23 大会新
2/3 安田　陽登 ＫＴＰつるが 中2  2:20.00 大会新
2/2 堀田　樹生 金井学園ＳＣ 高1  2:21.44 大会新
2/7 河端　丈誠 金井学園ＳＣ 中2  2:28.60 大会新
1/4 千本　凌大 W.L南条 中1  2:29.13 大会新

競技No. 18 男子   50m 自由形 タイム決勝 合同レース
12/8 細井　悠臣 ＫＴＰたけふ 小6    26.87 大会新

競技No. 21 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 合同レース
4/4 中川　栞那 金井学園ＳＣ 高2  2:19.59 県新

県高新
大会新

競技No. 22 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 合同レース
4/4 井上　輝星 W.L南条 高3  2:04.75 大会新

競技No. 23 女子  400m 自由形 タイム決勝 合同レース
1/5 松本　美南 ＫＴＰつるが 中2  4:38.24 大会新

競技No. 24 男子  400m 自由形 タイム決勝 合同レース
1/3 宮本　啓司 ＫＴＰつるが 中2  4:20.48 大会新
1/5 青山　琉夢 金井学園ＳＣ 中3  4:21.90 大会新
1/6 竹野　伊織 新田塚ふくい 小6  4:17.57 県学新

競技No. 25 女子  100m バタフライ タイム決勝 合同レース
2/4 中川　栞那 金井学園ＳＣ 高2  1:02.84 大会新
2/3 吉川　碧海 みくにアクア 小6  1:06.10 大会新
2/2 見谷　栞那 コパンベル 小5  1:10.62 大会新
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競技No. 26 男子  100m バタフライ タイム決勝 合同レース
4/4 毛利慎之介 おおいアクア 高3    53.10 大会新

競技No. 27 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 合同レース
3/6 堀内　結帆 W.L南条 小6  1:11.51 大会新

競技No. 28 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 合同レース
3/4 藤田　拳輝 W.L南条 高3    58.32 大会新

競技No. 30 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝 合同レース
4/6 石田　徠人 金井学園ＳＣ 小6  1:15.82 大会新

競技No. 32 男子  100m 自由形 タイム決勝 合同レース
9/4 谷口　柊弥 W.L南条 高2    50.55 大会新
9/7 竹野　伊織 新田塚ふくい 小6    54.96 県学新

大会新
5/3 松木　瞭弥 おおいアクア 小4  1:11.00 大会新

競技No. 33 女子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 合同レース
2/3 ＫＴＰつるが (内田　碧空      ) 中学 29.65 大会新  2:05.16

競技No. 34 男子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 合同レース
3/4 金井学園ＳＣ (佐々木優羽      ) 高校    27.94 大会新  1:48.65 大会新
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