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競技№   1 混合  100m リレー タイム決勝 競技
 2/ 4 まんぼう相模 (小俣　拓也 ) 一般    53.23 日本新

混合新
 2/ 6 光都ＳＣ (宇多　勝彦 ) 一般    54.87 日本新

混合新
 2/ 5 宮前ドルフィン (池田　真隆 ) 一般    55.37 日本新

混合新
 2/ 3 おともだちＳ (宮本　和裕 ) 一般    56.50 日本新

混合新

競技№   4 女子  200m 自由形 タイム決勝 競技
 1/ 4 本多　桃子 ぴぃ～すＳＣ  2:37.54 少Ｂ新
 1/ 5 渡辺　真実鼓 ぴぃ～すＳＣ  2:38.21 少Ｂ新

競技№   5 男子  200m 自由形 タイム決勝 競技
 1/ 7 前田　晃司 メドッツ八戸  2:26.97 青Ｂ新

競技№   8 女子   25m 背泳ぎ タイム決勝 競技
 2/ 4 坂本　杏 個人    18.30 青Ａ新

競技№  10 女子   25m 平泳ぎ タイム決勝 競技
 1/ 6 渡邉　麗美 ミミＳＣ    19.11 日本新

青Ａ新

競技№  12 女子   25m バタフライ タイム決勝 競技
 1/ 3 濱田  真帆 個人    16.41 少Ｂ新
 1/ 4 木下　萌実 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ    17.29 少Ｂ新

競技№  14 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 競技
 2/ 4 小島　江梨 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ  2:56.18 日本新

青Ａ新

競技№  15 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 競技
 4/ 3 田中　康大 個人  2:17.75 日本新

青Ａ新

競技№  16 混合  100m メドレーリレー タイム決勝 競技
 2/ 4 宮前ドルフィン (大橋　海斗 ) 一般    56.85 日本新

混合新

競技№  18 男子  100m 自由形 タイム決勝 競技
 7/ 4 宮崎　哲 個人    55.45 日本新

青Ａ新
 2/ 4 中島  啓智 個人    55.56 日本新

少Ｂ新
 3/ 6 小関　知晴 個人  1:15.97 青Ｂ新

競技№  19 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 競技
 1/ 7 小川　かおり 個人  1:34.12 青Ｂ新

競技№  21 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 競技
 1/ 7 原田　知菜美 Ａ･Ｓ･Ａ  1:31.36 日本新

青Ａ新
 1/ 2 濱田  真帆 個人  1:32.70 日本新

少Ｂ新
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競技№  22 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝 競技
 1/ 4 小田　真巳 個人  1:11.68 少Ｂ新
 2/ 7 前田　晃司 メドッツ八戸  1:21.58 青Ｂ新

競技№  23 女子  100m バタフライ タイム決勝 競技
 1/ 5 小島　江梨 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ  1:20.11 日本新

青Ａ新
 1/ 2 木下　萌実 宮前ﾄﾞﾙﾌｨﾝ  1:26.62 少Ｂ新

競技№  26 男子   50m 自由形 タイム決勝 競技
 6/ 4 中島  啓智 個人    25.87 少Ｂ新

競技№  27 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 競技
 1/ 2 渡辺　真実鼓 ぴぃ～すＳＣ    39.63 少Ｂ新

競技№  30 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 競技
 2/ 5 小田　真巳 個人    32.39 少Ｂ新

競技№  32 男子   50m バタフライ タイム決勝 競技
 4/ 4 宮崎　哲 個人    28.41 青Ａ新
 2/ 4 長尾　智之 ミミＳＣ    28.55 少Ｂ新
 2/ 5 信岡　洸仁 個人    28.86 少Ｂ新


