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組/水 加　盟 氏　名 ﾖﾐｶﾞﾅ 所属名 学校 800m 記録

競技No.   6 男子  200m 平泳ぎ 予選
11/ 5 東  京 高橋　幸大 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ 日大豊山 高3  2:11.94 高校新

大会新

競技No.   7 男子  400m リレー 予選
12/ 5 神奈川 湘南工大附 (須田　智博 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高3) 高校    51.01  3:26.36 大会新

競技No.   9 男子  400m 自由形 決勝
 1/ 5 神奈川 東　　隼平 ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 湘南工大附 高2  3:51.27 大会新

競技No.  10 女子  200m 個人メドレー 決勝
 1/ 3 香  川 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 坂出 高2  2:13.48 高校新

大会新

競技No.  11 男子  200m 個人メドレー 決勝
 1/ 5 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 作新学院 高3  1:59.17 高校新

大会新

競技No.  12 女子  200m 平泳ぎ 決勝
 1/ 5 鹿児島 福留　景子 ﾌｸﾄﾞﾒ ｹｲｺ 鹿児島実業 高1  2:26.37 大会新

競技No.  13 男子  200m 平泳ぎ 決勝
 1/ 5 東  京 高橋　幸大 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ 日大豊山 高3  2:11.46 高校新

大会新

競技No.  14 男子  400m リレー 決勝
 1/ 5 神奈川 湘南工大附 (塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 高3) 高校    50.95  3:24.12 大会新

競技No.  18 男子  200m バタフライ 予選
10/ 5 石  川 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 金沢 高1  1:56.66 大会新

競技No.  19 女子  200m 自由形 予選
 9/ 5 東  京 佐藤　　恋 ｻﾄｳ ﾚﾝ 藤村女子 高2  2:00.10 大会新

競技No.  25 女子   50m 自由形 決勝
 1/ 6 神奈川 金子　　栞 ｶﾈｺ ｼｵﾘ 日大高 高3    25.75 大会新

競技No.  28 男子  200m バタフライ 決勝
 1/ 5 石  川 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 金沢 高1  1:55.51 高校新

大会新

競技No.  29 女子  200m 自由形 決勝
 1/ 5 東  京 佐藤　　恋 ｻﾄｳ ﾚﾝ 藤村女子 高2  1:59.64 大会新

競技No.  32 男子  100m 背泳ぎ 決勝
 1/ 7 埼  玉 多田　邦徳 ﾀﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ 春日部共栄 高2    55.78 大会新
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競技No.  34 男子  400m メドレーリレー 予選
10/ 5 埼  玉 春日部共栄 (多田　邦徳 ﾀﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ 高2) 高校    56.70  3:45.00 大会新
 9/ 5 大  阪 近畿大附 (大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 高1) 高校    57.50  3:46.09 大会新

競技No.  37 女子  100m 自由形 予選
 6/ 5 東  京 佐藤　　恋 ｻﾄｳ ﾚﾝ 藤村女子 高2    56.36 大会新

競技No.  40 男子  200m 背泳ぎ 予選
 7/ 5 奈  良 松原　　颯 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾃ 天理 高3  2:00.19 大会新

競技No.  42 男子 1500m 自由形 決勝
 1/ 5 神奈川 東　　隼平 ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 湘南工大附 高2  8:11.70 15:18.87 大会新

競技No.  43 女子  100m 自由形 決勝
 1/ 4 茨  城 田山香菜子 ﾀﾔﾏ ｶﾅｺ 大成女子 高3    56.34 大会新

競技No.  46 男子  200m 背泳ぎ 決勝
 1/ 7 埼  玉 多田　邦徳 ﾀﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ 春日部共栄 高2  1:58.72 大会新

競技No.  47 女子  400m 個人メドレー 決勝
 1/ 5 京  都 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 京都外大西 高2  4:41.13 大会新

競技No.  48 男子  400m 個人メドレー 決勝
 1/ 4 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 作新学院 高3  4:15.21 大会新

競技No.  49 女子  400m メドレーリレー 決勝
 1/ 5 大  阪 近畿大附 (加藤　由衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 高2) 高校  1:03.74  4:07.54 大会新

競技No.  50 男子  400m メドレーリレー 決勝
 1/ 6 大  阪 近畿大附 (大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 高1) 高校    56.34  3:41.52 大会新

競技No.  51 女子  400m リレー 予選
 6/ 7 大  阪 太成学院大高 (相模　千帆 ｻｶﾞﾐ ﾁﾎ 高1) 高校    57.76  3:49.41 大会新
 6/ 6 東  京 墨田川 (田辺　詔子 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 高1) 高校    56.33 大会新  3:49.81

競技No.  52 男子  800m リレー 予選
10/ 5 神奈川 湘南工大附 (矢野　貴寛 ﾔﾉ ﾀｶﾋﾛ 高2) 高校  1:54.58  7:28.78 大会新
 9/ 4 石  川 金沢 (小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 高1) 高校  1:48.40 高校新  7:30.49

大会新

競技No.  54 男子  100m バタフライ 予選
 8/ 5 熊  本 池端　宏文 ｲｹﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 九州学院 高2    53.36 大会新

競技No.  56 男子  100m 平泳ぎ 予選
11/ 5 愛  知 谷    隆太 ﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 愛産大三河 高3  1:02.18 大会新
 9/ 5 山  形 小関也朱篤 ｺｾｷ ﾔｽﾋﾛ 羽黒 高3  1:02.20 大会新
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競技No.  58 男子  100m バタフライ 決勝
 1/ 5 熊  本 池端　宏文 ｲｹﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 九州学院 高2    52.26 高校新

大会新

競技No.  59 女子  100m 平泳ぎ 決勝
 1/ 6 鹿児島 福留　景子 ﾌｸﾄﾞﾒ ｹｲｺ 鹿児島実業 高1  1:07.71 高校新

大会新

競技No.  60 男子  100m 平泳ぎ 決勝
 1/ 4 岐  阜 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 県立岐阜商 高1  1:01.70 大会新

競技No.  61 女子  400m リレー 決勝
 1/ 2 大  阪 近畿大附 (高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ 高1) 高校    56.95  3:47.92 高校新

大会新

競技No.  62 男子  800m リレー 決勝
 1/ 5 神奈川 湘南工大附 (塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 高3) 高校  1:52.30  7:23.02 高校新

大会新
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