
学年 バタフライ 背泳ぎ 平泳ぎ 自由形 個人メドレー

割方　唯寧 鯨井あぐり 鈴木里桜子 鯨井あぐり 加藤　和心

マリン西新井 東京ＳＣ 東京ＳＣ 東京ＳＣ ミミＳＣ品川

37.36 38.96 46.48 34.73 1:27.71

第１８回 第１７回 第１７回 第１７回 第１８回
H30(2018).3.4 H29(2017).3.5 H29(2017).3.5 H29(2017).3.4 H30(2018).3.3

酒葉　理穂 小倉　愛加 長尾　佳音 鯨井あぐり 阿部りり香

東京ＳＣ KITZ綾瀬 東京ＳＣ 東京ＳＣ セ・ときわ台

33.82 36.31 40.94 31.43 1:18.99

第１８回 第１4回 第１３回 第１８回 第１５回
H30(2018).3.4 H26(2014).3.9 H24(2012).3.18 H30(2018).3.3 H27(2015).3.7

山谷　眞桜

金町ＳＣ

第１５回
H27(2015).3.8

木村ことみ 古井　優衣 小松　愛祈 柏木　　桃 内藤　夏空

ｾﾝﾄﾗﾙ南千住 ＢＳ東京 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 ｽｳｨﾝ高島平 ｲﾄﾏﾝ昭和の森

33.47 34.77 39.56 31.30 1:17.49

第１８回 第１６回 第１７回 第１７回 第１５回
H30(2018).3.4 H28(2015).3.6 H29(2017).3.5 H29(2017).3.4 H27(2015).3.7

横山　愛子 奥原　彩葉 中島　美海 蜂屋　陽萌 新井　楓加

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 東京ＳＣ ミミＳＣ品川 ﾁｰﾑ ﾋｰﾛｰｽﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ西東京

32.08 33.49 37.74 29.73 1:14.71

第１６回 第１３回 第１4回 第１７回 第１３回
H28(2015).3.6 H24(2012).3.18 H26(2014).3.9 H29(2017).3.4 H24(2012).3.17

増田　　倫 高木　咲良 小澤　結羽 増田　　倫 服部　亜実

多摩ＳＣ ｽｳｨﾝ高島平 ホリコＳＣ 多摩ＳＣ ｽｳｨﾝ高島平

30.41 31.89 35.29 28.68 1:10.40

第１７回 第１７回 第１７回 第１７回 第１4回
H29(2017).3.5 H29(2017).3.5 H29(2017).3.5 H29(2017).3.4 H26(2014).3.8

服部　葵 末包　梨子 加藤　空璃 丸岡　希星 今野　遥陽

ＡＴＹ 太陽教育ＳＣ 金町ＳＣ I.S.F 東京ＤＣ

29.42 31.30 35.04 27.94 1:08.16

第１５回 第１６回 第１７回 第１８回 第１７回
H27(2015).3.8 H28(2015).3.6 H29(2017).3.5 H30(2018).3.3 H29(2017).3.4

小５

小６

　　大 会 記 録
女　　子

小１

小３

小２

小４



学年 バタフライ 背泳ぎ 平泳ぎ 自由形 個人メドレー

長島　彰吾 安田　郁哉 佐々木　翔 田中　悠生 長島　彰吾

ＭＹＳ花畑 東京DC桜台 かしまＡＺ マリン舎人 ＭＹＳ花畑

35.93 39.23 42.40 33.80 1:21.41

第１５回 第１4回 第１０回 第１１回 第１５回
H27(2015).3.8 H26(2014).3.9 H21(2009).3.15 H22(2010).3.20 H27(2015).3.7

福井　太陽 西村　光惺 小柳　優成 西村　光惺 渡邉　翔太

大森双葉ＳＣ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾞﾄﾝ東京 ＭＹＳ花畑 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ東京 東京ＳＣ

33.92 36.13 41.18 31.64 1:19.51

第１６回 第１８回 第１７回 第１８回 第１８回
H28(2015).3.6 H30(2018).3.4 H29(2017).3.5 H30(2018).3.3 H30(2018).3.3

大塚　滉太 野田　光

マリン西新井 ＴＡＣ

第１８回 第１８回
H30(2018).3.4 H30(2018).3.3

飯野　開成 野木　翔太 廣瀬慶太郎 木下　翔太 紅露　ルイ

太陽教育ＳＣ ｲﾄﾏﾝ上石神井 藤村ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽ早稲田 東京ＳＣ

33.04 35.22 39.03 31.22 1:15.84

第１７回 第１4回 第１５回 第１７回 第１８回
H29(2017).3.5 H26(2014).3.9 H27(2015).3.8 H29(2017).3.4 H30(2018).3.3

岩口　拓馬 飯田　光達 山根　智哉 保住　啓太 松波　大輔

東京ＤＣ ｲﾄﾏﾝ東伏見 Ｓｔｙｌｅ１ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 三菱養和ＳＳ

32.42 33.35 37.51 29.87 1:14.02

第１１回 第１５回 第１８回 第１６回 第１4回
H22(2010).3.21 H27(2015).3.8 H30(2018).3.4 H28(2015).3.5 H26(2014).3.8

村山　　智 中谷　悠空 川口　颯大 小林　龍生 齋藤　功大

三菱養和ＳＳ 金田ＳＣ 東京ＤＣ桜台 ロンド上北台 三菱養和ＳＳ

30.50 32.06 34.41 28.40 1:09.64

第１回 第１６回 第１７回 第１５回 第１１回
H12(2000)3.19 H28(2015).3.6 H29(2017).3.5 H27(2015).3.7 H22(2010).3.20

三品　昊真 羽石　修平 岩瀬　侑晟 志賀　研人 村岡　琉玖

東久留米ＳＣ 東京ＤＣ桜台 ＳＣ育水会 アクアマリン ＡＳＳＣ

28.94 30.26 33.35 27.00 1:05.03

第１８回 第２回 第１８回 第２回 第１８回
H30(2018).3.4 H13(2001).3.18 H30(2018).3.4 H13(2001).3.18 H30(2018).3.3

野田　光

ＴＡＣ

第１８回
H30(2018).3.3

小４

小５

小３

小１

小６

小２

　　大 会 記 録
男　　子


