
Ｎｏ．１
１組 着順 タイム

1
2 永井　海羽 ながい　みわ 小１ 千葉ＮＴ 2:35.90
3 足立　蒼一郎 あだち　そういちろう 小２ 土浦 1:58.13
4 鈴木　しある すずき　しある 小２ 土浦 1:58.58
5 藤田　佳穂 ふじた　かほ 小１ 千葉ＮＴ 2:16.02
6

Ｎｏ．２
１組 着順 タイム

1
2 髙瀬　大暉 たかせ　だいき 小３ 土浦 失格
3 飯沼　陸斗 いいぬま　りくと 小４ 千葉ＮＴ 2:08.30
4 清水　悠真 しみず　ゆうま 小４ 千葉ＮＴ 2:02.27
5 若山　昊志郎 わかやま　こうしろう 小３ 土浦 2:13.26
6 島田　桃夏 しまだ　ももか 小３ 千葉ＮＴ 2:01.15

２組 着順 タイム
1 橋野　朝香 はしの　ともか 小３ 千葉ＮＴ 失格
2 佐藤　羽潤 さとう　はうる 小４ 守谷 1:59.01
3 海老原　実輝 えびはら　みき 小４ 土浦 棄権
4 安藤　優利 あんどう　ゆり 小４ 守谷 1:53.78
5 大西　福哉 おおにし　もとや 小４ 千葉ＮＴ 1:54.00
6 藤本　真緒 ふじもと　まお 小３ 千葉ＮＴ 2:05.92

３組 着順 タイム
1 藤田　颯輔 ふじた　そうすけ 小４ 千葉ＮＴ 1:54.52
2 米川　茂花 よねかわ　もか 小４ 守谷 1:42.92
3 結束　香奈 けっそく　かな 小４ 守谷 1:32.20
4 神矢　和夢 かみや　なごむ 小３ 土浦 1:39.32
5 平田　大輔 ひらた　だいすけ 小３ 土浦 1:30.44
6 仲村　俊哉 なかむら　しゅんや 小４ 千葉ＮＴ 1:45.41

Ｎｏ．３
１組 着順 タイム

1 水戸　結彩 みと　ゆい 小５ 千葉ＮＴ 1:56.49
2 石原　桃菜 いしはら　ももな 小５ 千葉ＮＴ 1:59.82
3 枝　拓摩 えだ　たくま 小６ 土浦 1:43.10
4 磯田　天音 いそだ　あまね 小５ 土浦 1:47.66
5 杉山　凛太郎 すぎやま　りんたろう 小５ 守谷 1:49.46
6 髙松　晋之介 たかまつ　しんのすけ 小５ 千葉ＮＴ 1:47.58

２組 着順 タイム
1 鶴重　ひなの つるしげ　ひなの 小６ 守谷 1:40.49
2 三次　絆生 みつぎ　はんな 小６ 守谷 2:04.25
3 藤本　浩輔 ふじもと　こうすけ 小６ 千葉ＮＴ 1:51.55
4 宮下　蓮人 みやした　れんと 小５ 守谷 1:49.40
5 鵜野　栞音 うの　しおん 小５ 千葉ＮＴ 1:41.02
6 石橋　蒼依 いしばし　あおい 小５ 千葉ＮＴ 1:48.84

３組 着順 タイム
1 大畑　匠 おおはた　たくみ 小５ 千葉ＮＴ 1:45.19
2 糸川　天彰 いとかわ　てんしょう 小６ 千葉ＮＴ 1:47.71
3 高木　穂乃香 たかぎ　ほのか 小６ 土浦 1:37.85
4 安田　優海 やすだ　ゆうき 小５ 千葉ＮＴ 1:45.71
5 渋谷　陽花 しぶや　はるか 小５ 土浦 1:44.51
6 栁澤　壮佑 やなぎさわ　そうすけ 小５ 千葉ＮＴ 1:50.15

１，２年生　１００ｍ個人メドレー

３，４年生　１００ｍ個人メドレー

５，６年生　１００ｍ個人メドレー
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Ｎｏ．３
４組 着順 タイム

1 枝　勇摩 えだ　ゆうま 小６ 土浦 1:39.95
2 出山　翔子 いでやま　しょうこ 小５ 千葉ＮＴ 1:34.91
3 浅川　優斗 あさかわ　ゆうと 小６ 千葉ＮＴ 1:30.67
4 藤井　真一郎 ふじい　しんいちろう 小５ 守谷 1:34.76
5 岡　大雅 おか　たいが 小５ 守谷 1:23.21
6 新元　慶 にいもと　けい 小５ 千葉ＮＴ 1:39.18

Ｎｏ．４
１組 着順 タイム

1
2 糸賀　千尋 いとが　ちひろ 中３ 土浦 1:22.92
3 関根　颯飛 せきね　ふうと 中２ 守谷 1:16.87
4 豊嶋　奏太 とよしま　かなた 高２ 守谷 1:10.53
5 橋本　航 はしもと　わたる 中３ 守谷 1:11.92
6

Ｎｏ．５
１組 着順 タイム

1
2
3 切畑　伸一 きりはた　しんいち 小１ 土浦 29.21
4 薄井　美羽 うすい　みう 小２ 千葉ＮＴ 27.41
5 浜田　玲大 はまだ　れお 小２ 千葉ＮＴ 28.07
6

２組　　　 着順 タイム
1
2 松橋　大知 まつはし　だいち 小２ 千葉ＮＴ 棄権
3 望月　優菜 もちづき　ゆうな 年長 土浦 29.11
4 常盤　珠絆 ときわ　じゅな 小１ 守谷 26.87
5 石井　胡花乃 いしい　こはの 小３ 千葉ＮＴ 28.88
6 田上　亜美 たのうえ　あみ 小４ 千葉ＮＴ 29.34

３組　　　 着順 タイム
1 来生　祐 きおい　たすく 小３ 土浦 24.80
2 佐藤　駿 さとう　しゅん 小１ 守谷 24.61
3 髙橋　薩馬 たかはし　さつま 小３ 守谷 20.13
4 葛西　純愛 かさい　すみれ 小３ 千葉ＮＴ 20.93
5 川村　怜愛 かわむら　れいな 小３ 土浦 22.76
6 橋野　朝香 はしの　ともか 小３ 千葉ＮＴ 25.49

Ｎｏ．６
１組 着順 タイム

1
2 小林　凌久 こばやし　りく 小５ 土浦 21.43
3 枝　勇摩 えだ　ゆうま 小６ 土浦 20.93
4 横関　栞 よこぜき　しおり 高３ 千葉ＮＴ 17.12
5 森本　匠 もりもと　しょう 中１ 土浦 16.87
6 山田　湊也 やまだ　そうや 小６ 千葉ＮＴ 20.57

Ｎｏ．７
1組 着順 タイム

1 田中　隼吉 たなか　じゅんきち 小２ 守谷 1:04.00
2 常盤　珠絆 ときわ　じゅな 小１ 守谷 1:03.79
3 出山　椋子 いでやま　りょうこ 小３ 千葉ＮＴ 57.13
4 平田　大輔 ひらた　だいすけ 小３ 土浦 45.69
5 宝正　晃輔 ほうしょう　こうすけ 小４ 千葉ＮＴ 55.10
6 綿貫　琴々菜 わたぬき　ここな 小１ 千葉ＮＴ 58.71

未就学児，１，２，３，４年生　２５ｍ背泳ぎ

５，６年生、中学生以上　２５ｍ背泳ぎ

　１，２，３，４年生　５０ｍ背泳ぎ

中学生以上　１００ｍ個人メドレー

５，６年生　１００ｍ個人メドレー

2 ページ



Ｎｏ．８
１組 着順 タイム

1
2 渋谷　陽花 しぶや　はるか 小５ 土浦 49.76
3 佐藤　未葉瑠 さとう　みはる 小６ 守谷 43.34
4 坂口　泰基 さかぐち　たいき 高２ 守谷 33.72
5 満仲　夏海 みつなか　なつみ 中２ 千葉ＮＴ 37.83
6 保瀬　惟臣 ほせ　いみる 中１ 守谷 49.73

Ｎｏ．９
１組 着順 タイム

1
2 切畑　伸一 きりはた　しんいち 小１ 土浦 27.39
3 川原　大翔 かわはら　ひろと 小１ 千葉ＮＴ 24.43
4 田邉　愛莉 たなべ　あいり 小１ 土浦 25.18
5 清水　大雅 しみず　たいが 小２ 千葉ＮＴ 23.96
6 河岸　冬弥 かわぎし　とうや 小２ 千葉ＮＴ 26.66

２組 着順 タイム
1 増田　愛佳 ますだ　あいか 年長 土浦 30.24
2 熊谷　愛深 くまがい　うみ 小２ 土浦 25.70
3 齋藤　瑚白 さいとう　こはく 小２ 土浦 26.92
4 浜田　玲大 はまだ　れお 小２ 千葉ＮＴ 24.35
5 松橋　大知 まつはし　だいち 小２ 千葉ＮＴ 棄権
6 薄井　美羽 うすい　みう 小２ 千葉ＮＴ 24.48

３組 着順 タイム
1 吉田　帆花 よしだ　ほのか 小２ 土浦 25.96
2 山道　雄土 やまみち　ゆうと 小２ 千葉ＮＴ 22.03
3 加藤木　來夢 かとうぎ　くろむ 小２ 守谷 21.33
4 酒井　宏都 さかい　ひろと 小２ 守谷 18.34
5 細島　遥斗 ほそじま　はると 小２ 土浦 23.74
6 松浦　夢芽 まつうら　ゆめ 小２ 土浦 23.87

Ｎｏ．１０
１組 着順 タイム

1 藤田　颯輔 ふじた　そうすけ 小４ 千葉ＮＴ 20.03
2 横川　十樹 よこかわ　とき 小３ 土浦 19.58
3 来生　祐 きおい　たすく 小３ 土浦 23.51
4 髙瀬　大暉 たかせ　だいき 小３ 土浦 23.46
5 米川　茂花 よねかわ　もか 小４ 守谷 18.95
6 大西　福哉 おおにし　もとや 小４ 千葉ＮＴ 25.38

２組 着順 タイム
1 中村　莉緒 なかむら　りお 小３ 守谷 19.05
2 髙橋　なつき たかはし　なつき 小３ 千葉ＮＴ 18.78
3 紺屋　龍ノ介 こんや　りゅうのすけ 小３ 守谷 18.55
4 関根　一颯 せきね　いぶき 小３ 守谷 20.81
5 海老原　実輝 えびはら　みき 小４ 土浦 棄権
6 岸田　彩楓 きしだ　あやか 小３ 土浦 21.62

Ｎｏ．１１
１組 着順 タイム

1
2 野口　大雅 のぐち　たいが 小６ 土浦 16.97
3 木下　遼也 きのした　はるや 小５ 土浦 19.77
4 馬渡　光希 まわたり　みつき 小５ 土浦 20.40
5
6

　５，６年生、中学生以上　５０ｍ背泳ぎ

３，４年生　２５ｍクロール

５，６年生　２５ｍクロール

未就学児，１，２年生　２５ｍクロール
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Ｎｏ．１１
２組 着順 タイム

1
2 番匠　遥規 ばんしょう　はるき 小６ 千葉ＮＴ 17.64
3 髙橋　奈々 たかはし　なな 小５ 守谷 19.47
4 石橋　蒼依 いしばし　あおい 小５ 千葉ＮＴ 19.20
5 大畑　匠 おおはた　たくみ 小５ 千葉ＮＴ 18.05
6

３組 着順 タイム
1 今村　駿 いまむら　しゅん 小６ 土浦 17.79
2 満仲　広海 みつなか　ひろみ 小５ 千葉ＮＴ 18.56
3 小松﨑　來生 こまつざき　らいお 小５ 土浦 16.85
4 大西　知桃 おおにし　ちもも 小５ 千葉ＮＴ 15.93
5 河原　海佐 かわはら　かいさ 小６ 土浦 17.38
6 清水　ヒロト しみず　ひろと 小６ 土浦 16.89

Ｎｏ．１２
１組 着順 タイム

1
2 仲亀　来笑 なかがめ　くるみ 中１ 土浦 16.75
3 新元　優 にいもと　ゆう 中２ 千葉ＮＴ 16.29
4 尾頭　海舟 おがしら　かいしゅう 中２ 千葉ＮＴ 15.17
5 長瀬　結誉 ながせ　ゆいほ 中３ 土浦 13.76
6 酒井　梓 さかい　あずさ 中１ 守谷 17.23

Ｎｏ．１３
１組 着順 タイム

1
2 湊　里彩 みなと　りさ 小１ 土浦 1:04.95
3 鈴木　望杏 すずき　のあん 小１ 守谷 59.53
4 田中　隼吉 たなか　じゅんきち 小２ 守谷 51.96
5 鵜野　綾音 うの　あやね 小２ 千葉ＮＴ 1:00.18
6

２組 着順 タイム
1
2 髙木　月葉 たかぎ　つきは 小２ 土浦 56.80
3 田方　葵 たがた　あおい 小２ 守谷 58.98
4 松尾　彩翔 まつお　あやと 小２ 千葉ＮＴ 50.38
5 栁　凛空 やなぎ　りく 小２ 千葉ＮＴ 47.36
6

Ｎｏ．１４
１組 着順 タイム

1
2
3 清水　陽翔 しみず　はると 小４ 土浦 55.63
4 三次　悠生 みつぎ　ゆう 小４ 守谷 50.21
5 浅川　滉斗 あさかわ　ひろと 小４ 千葉ＮＴ 47.61
6

２組 着順 タイム
1 仲村　俊哉 なかむら　しゅんや 小４ 千葉ＮＴ 42.23
2 増田　優花 ますだ　ゆうか 小３ 土浦 38.82
3 神矢　和夢 かみや　なごむ 小３ 土浦 39.51
4 浦野　晴也 うらの　はるや 小３ 守谷 35.50
5 木村　暖 きむら　だん 小３ 千葉ＮＴ 39.12
6 竹内　心美 たけうち　ここみ 小４ 守谷 40.79

３，４年生　５０ｍ　クロール

１，２年生　５０ｍ　クロール

中学生　２５ｍ　クロール

５，６年生　２５ｍクロール
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Ｎｏ．１５
１組 着順 タイム

1
2 森田　奈桜 もりた　なお 小５ 土浦 38.74
3 宮本　陽貴 みやもと　はるき 小６ 土浦 35.51
4 鶴重　ひなの つるしげ　ひなの 小６ 守谷 41.89
5 水戸　結彩 みと　ゆい 小５ 千葉ＮＴ 44.19
6 清水　ヒロト しみず　ひろと 小６ 土浦 38.75

２組 着順 タイム
1 鈴木　柚冴 すずき　ゆずさ 小５ 守谷 39.39
2 小松﨑　來生 こまつざき　らいお 小５ 土浦 36.95
3 藤井　真一郎 ふじい　しんいちろう 小５ 守谷 37.06
4 桶谷　朝輝 おけたに　あさき 小６ 守谷 29.80
5 石川　颯馬 いしかわ　そうま 小６ 守谷 37.15
6 永島　綾乃 ながしま　あやの 小６ 守谷 36.37

Ｎｏ．１６
１組 着順 タイム

1 三橋　明奈 みつはし　めいな 中１ 守谷 33.83
2 八木　遥菜 やぎ　はるな 中１ 守谷 33.52
3 増元　斗瑚 ますもと　とうご 中１ 千葉ＮＴ 32.85
4 金子　彩翔 かねこ　さえか 中３ 守谷 32.41
5 尾頭　海舟 おがしら　かいしゅう 中２ 千葉ＮＴ 34.75
6 矢口　貴登 やぐち　たかと 中３ 土浦 30.62

２組 着順 タイム
1 関根　颯飛 せきね　ふうと 中２ 守谷 29.88
2 平林　潤也 ひらばやし　じゅんや 中１ 守谷 30.16
3 酒井　亮輔 さかい　りょうすけ 中３ 守谷 29.74
4 坂口　泰基 さかぐち　たいき 高２ 守谷 27.54
5 豊嶋　奏太 とよしま　かなた 高２ 守谷 28.90
6 橋本　航 はしもと　わたる 中３ 守谷 29.53

Ｎｏ．１７
１組 着順 タイム

1
2 川﨑　周 かわさき　あまね 小２ 千葉ＮＴ 4:36.50
3 佐藤　駿 さとう　しゅん 小１ 守谷 3:56.26
4 石井　胡花乃 いしい　こはの 小３ 千葉ＮＴ 4:44.37
5
6

２組 着順 タイム
1
2 若山　昊志郎 わかやま　こうしろう 小３ 土浦 4:45.65
3 葛西　純愛 かさい　すみれ 小３ 千葉ＮＴ 3:34.44
4 山崎　結愛 やまざき　ゆいな 小５ 土浦 3:33.93
5 栁澤　壮佑 やなぎさわ　そうすけ 小５ 千葉ＮＴ 失格
6 川村　怜愛 かわむら　れいな 小３ 土浦 3:52.00

３組 着順 タイム
1 鵜野　栞音 うの　しおん 小５ 千葉ＮＴ 3:42.03
2 長瀬　帆里 ながせ　ほのり 小５ 土浦 3:35.39
3 大西　知桃 おおにし　ちもも 小５ 千葉ＮＴ 3:17.33
4 桶谷　朝輝 おけたに　あさき 小６ 守谷 2:43.58
5 佐藤　未葉瑠 さとう　みはる 小６ 守谷 3:24.39
6 髙橋　薩馬 たかはし　さつま 小３ 守谷 3:21.90

５，６年生　５０ｍクロール

中学生以上　５０ｍクロール

小学生　２００ｍ個人メドレー

5 ページ



Ｎｏ．１８
１組 着順 タイム

1
2
3 新元　優 にいもと　ゆう 中２ 千葉ＮＴ 失格
4 満仲　夏海 みつなか　なつみ 中２ 千葉ＮＴ 3:05.18
5 深澤　瑚南人 ふかさわ　こなと 高３ 土浦 2:49.45
6

２組 着順 タイム
1
2 平林　潤也 ひらばやし　じゅんや 中１ 守谷 2:45.19
3 横関　栞 よこぜき　しおり 高３ 千葉ＮＴ 3:01.37
4 橋本　翔 はしもと　かける 高２ 守谷 2:24.02
5 長瀬　結誉 ながせ　ゆいほ 中３ 土浦 2:51.19
6

Ｎｏ．１９
１組 着順 タイム

1
2
3 牛島　愛依 うしじま　あい 小２ 守谷 33.89
4 川原　大翔 かわはら　ひろと 小１ 千葉ＮＴ 失格
5 河岸　冬弥 かわぎし　とうや 小２ 千葉ＮＴ 34.00
6

２組 着順 タイム
1 熊谷　愛深 くまがい　うみ 小２ 土浦 40.72
2 増田　愛佳 ますだ　あいか 年長 土浦 35.73
3 山道　雄土 やまみち　ゆうと 小２ 千葉ＮＴ 34.47
4 栁　凛空 やなぎ　りく 小２ 千葉ＮＴ 31.74
5 松永　大知 まつなが　だいち 小２ 千葉ＮＴ 35.71
6 岡村　昭英 おかむら　あきひで 小２ 土浦 33.74

Ｎｏ．２０
１組 着順 タイム

1
2
3 石橋　蒼空 いしばし　そら 小３ 千葉ＮＴ 44.54
4 竹中　陽輝 たけなか　はるき 小４ 千葉ＮＴ 31.98
5 浅川　滉斗 あさかわ　ひろと 小４ 千葉ＮＴ 32.02
6

２組 着順 タイム
1
2 安田　諒 やすだ　りょう 小３ 千葉ＮＴ 28.16
3 関根　一颯 せきね　いぶき 小３ 守谷 28.46
4 岸田　彩楓 きしだ　あやか 小３ 土浦 29.13
5 横川　十樹 よこかわ　とき 小３ 土浦 27.87
6

Ｎｏ．２１
１組 着順 タイム

1
2
3 入江　拓海 いりえ　たくみ 小６ 土浦 失格
4 石原　桃菜 いしはら　ももな 小５ 千葉ＮＴ 25.69
5 三次　絆生 みつぎ　はんな 小６ 守谷 30.11
6

未就学児，１，２年生　２５ｍ平泳ぎ

中学生以上　２００ｍ個人メドレー

３，４年生　２５ｍ平泳ぎ

５，６年生、中学生以上　２５ｍ平泳ぎ
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Ｎｏ．２１
２組 着順 タイム

1
2 小林　凌久 こばやし　りく 小５ 土浦 23.73
3 吉澤　佳名 よしざわ　かな 小５ 千葉ＮＴ 26.90
4 酒井　馨大 さかい　けいた 小５ 守谷 20.93
5 三宅　理仁 みやけ　りひと 小６ 土浦 23.07
6

３組 着順 タイム
1 満仲　広海 みつなか　ひろみ 小５ 千葉ＮＴ 24.24
2 仲亀　来笑 なかがめ　くるみ 中１ 土浦 24.08
3 浅川　優斗 あさかわ　ゆうと 小６ 千葉ＮＴ 23.41
4 勝田　広斗 かつた　ひろと 中２ 千葉ＮＴ 19.28
5 高木　穂乃香 たかぎ　ほのか 小６ 土浦 21.82
6 新元　慶 にいもと　けい 小５ 千葉ＮＴ 24.21

Ｎｏ．２２
１組 着順 タイム

1
2 望月　優菜 もちづき　ゆうな 年長 土浦 27.79
3 湊　里彩 みなと　りさ 小１ 土浦 27.33
4 ｱﾃﾞｨｸﾘｽﾅ　ｹｳﾞｨﾝ ｱﾃﾞｨｸﾘｽﾅ　ｹｳﾞｨﾝ 小１ 守谷 1:22.32
5
6

２組 着順 タイム
1 藤田　佳穂 ふじた　かほ 小１ 千葉ＮＴ 1:13.18
2 鈴木　望杏 すずき　のあん 小１ 守谷 1:15.24
3 田方　葵 たがた　あおい 小２ 守谷 1:22.44
4 臼井　誠人 うすい　まこと 小２ 土浦 1:22.31
5 髙木　月葉 たかぎ　つきは 小２ 土浦 1:25.27
6 鵜野　綾音 うの　あやね 小２ 千葉ＮＴ 1:32.82

３組 着順 タイム
1 松尾　彩翔 まつお　あやと 小２ 千葉ＮＴ 1:05.80
2 吉田　帆花 よしだ　ほのか 小２ 土浦 1:11.84
3 花島　太緒 はなしま　たお 小１ 千葉ＮＴ 1:28.27
4 鈴木　しある すずき　しある 小２ 土浦 1:03.33
5 細島　遥斗 ほそじま　はると 小２ 土浦 1:14.10
6 松浦　夢芽 まつうら　ゆめ 小２ 土浦 1:20.26

Ｎｏ．２３
１組 着順 タイム

1
2 小又　織美亜 こまた　おりびあ 小４ 守谷 1:03.62
3 三次　悠生 みつぎ　ゆう 小４ 守谷 1:07.90
4 横須賀　亮太 よこすか　りょうた 小３ 千葉ＮＴ 1:17.49
5
6

２組 着順 タイム
1 清水　陽翔 しみず　はると 小４ 土浦 失格
2 宝正　晃輔 ほうしょう　こうすけ 小４ 千葉ＮＴ 1:00.35
3 保瀬　惺十 ほせ　せど 小４ 守谷 1:04.96
4 髙橋　なつき たかはし　なつき 小３ 千葉ＮＴ 52.05
5 安田　諒 やすだ　りょう 小３ 千葉ＮＴ 59.84
6 安藤　優利 あんどう　ゆり 小４ 守谷 58.63

５，６年生、中学生以上　２５ｍ平泳ぎ

未就学児、１，２年生　５０ｍ平泳ぎ

３，４年生　５０ｍ平泳ぎ
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Ｎｏ．２４
１組 着順 タイム

1 野口　大雅 のぐち　たいが 小６ 土浦 55.07
2 吉澤　佳名 よしざわ　かな 小５ 千葉ＮＴ 56.64
3 宮下　蓮人 みやした　れんと 小５ 守谷 53.62
4 鈴木　柚冴 すずき　ゆずさ 小５ 守谷 51.13
5 三宅　理仁 みやけ　りひと 小６ 土浦 50.88
6 糸川　天彰 いとかわ　てんしょう 小６ 千葉ＮＴ 53.51

２組 着順 タイム
1 河原　海佐 かわはら　かいさ 小６ 土浦 45.77
2 保瀬　惟臣 ほせ　いみる 中１ 守谷 57.76
3 酒井　馨大 さかい　けいた 小５ 守谷 45.06
4 大澤　侑弥 おおさわ　ゆうや 中１ 土浦 44.58
5 山田　湊也 やまだ　そうや 小６ 千葉ＮＴ 44.39
6 安田　優海 やすだ　ゆうき 小５ 千葉ＮＴ 52.32

３組 着順 タイム
1 三橋　明奈 みつはし　めいな 中１ 守谷 43.90
2 入江　駿 いりえ　しゅん 中３ 土浦 40.96
3 矢口　貴登 やぐち　たかと 中３ 土浦 37.29
4 酒井　亮輔 さかい　りょうすけ 中３ 守谷 36.22
5 増元　斗瑚 ますもと　とうご 中１ 千葉ＮＴ 44.26
6 勝田　広斗 かつた　ひろと 中２ 千葉ＮＴ 41.07

Ｎｏ．２５
１組 着順 タイム

1 綿貫　琴々菜 わたぬき　ここな 小１ 千葉ＮＴ 33.53
2 永井　海羽 ながい　みわ 小１ 千葉ＮＴ 37.40
3 花島　太緒 はなしま　たお 小１ 千葉ＮＴ 31.27
4 石橋　蒼空 いしばし　そら 小３ 千葉ＮＴ 40.18
5 岡村　昭英 おかむら　あきひで 小２ 土浦 31.52
6 牛島　愛依 うしじま　あい 小２ 守谷 37.27

２組 着順 タイム
1 島田　桃夏 しまだ　ももか 小３ 千葉ＮＴ 26.34
2 藤本　真緒 ふじもと　まお 小３ 千葉ＮＴ 25.82
3 清水　悠真 しみず　ゆうま 小４ 千葉ＮＴ 27.83
4 加藤木　來夢 かとうぎ　くろむ 小２ 守谷 24.13
5 竹中　陽輝 たけなか　はるき 小４ 千葉ＮＴ 31.89
6 松永　大知 まつなが　だいち 小２ 千葉ＮＴ 36.38

３組 着順 タイム
1 増田　優花 ますだ　ゆうか 小３ 土浦 20.10
2 石川　紗江 いしかわ　さえ 小３ 守谷 21.72
3 結束　香奈 けっそく　かな 小４ 守谷 19.20
4 紺屋　龍ノ介 こんや　りゅうのすけ 小３ 守谷 18.99
5 中村　莉緒 なかむら　りお 小３ 守谷 22.93
6 出山　椋子 いでやま　りょうこ 小３ 千葉ＮＴ 24.21

Ｎｏ．２６
１組 着順 タイム

1
2
3 木下　遼也 きのした　はるや 小５ 土浦 24.88
4 番匠　遥規 ばんしょう　はるき 小６ 千葉ＮＴ 19.56
5 髙橋　奈々 たかはし　なな 小５ 守谷 21.96
6

５，６年生、中学生以上　５０ｍ平泳ぎ

１，２，３，４年生　２５ｍバタフライ

５，６年生　２５ｍバタフライ
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Ｎｏ．２６
２組 着順 タイム

1
2 宮本　陽貴 みやもと　はるき 小６ 土浦 18.07
3 森田　奈桜 もりた　なお 小５ 土浦 20.57
4 入江　拓海 いりえ　たくみ 小６ 土浦 23.83
5 杉山　凛太郎 すぎやま　りんたろう 小５ 守谷 21.87
6

３組 着順 タイム
1 藤本　浩輔 ふじもと　こうすけ 小６ 千葉ＮＴ 20.95
2 山崎　結愛 やまざき　ゆいな 小５ 土浦 21.28
3 枝　拓摩 えだ　たくま 小６ 土浦 20.22
4 石川　颯馬 いしかわ　そうま 小６ 守谷 18.67
5 岡　大雅 おか　たいが 小５ 守谷 16.67
6 長瀬　帆里 ながせ　ほのり 小５ 土浦 19.29

Ｎｏ．２７
１組 着順 タイム

1 森本　匠 もりもと　しょう 中１ 土浦 17.03
2 稲川　賢人 いながわ　けんと 中３ 土浦 15.19
3 深澤　瑚南人 ふかさわ　こなと 高３ 土浦 17.82
4 入江　駿 いりえ　しゅん 中３ 土浦 16.81
5 糸賀　千尋 いとが　ちひろ 中３ 土浦 17.14
6 酒井　梓 さかい　あずさ 中１ 守谷 18.93

Ｎｏ．２８
１組 着順 タイム

1 田邉　愛莉 たなべ　あいり 小１ 土浦 1:13.93
2 ｱﾃﾞｨｸﾘｽﾅ　ｹｳﾞｨﾝ ｱﾃﾞｨｸﾘｽﾅ　ｹｳﾞｨﾝ 小１ 守谷 1:04.57
3 足立　蒼一郎 あだち　そういちろう 小２ 土浦 53.34
4 臼井　誠人 うすい　まこと 小２ 土浦 1:18.60
5 酒井　宏都 さかい　ひろと 小２ 守谷 44.22
6 清水　大雅 しみず　たいが 小２ 千葉ＮＴ 1:11.98

Ｎｏ．２９
１組 着順 タイム

1
2
3 保瀬　惺十 ほせ　せど 小４ 守谷 1:03.17
4 横須賀　亮太 よこすか　りょうた 小３ 千葉ＮＴ 失格
5 小又　織美亜 こまた　おりびあ 小４ 守谷 57.37
6

２組 着順 タイム
1
2 木村　暖 きむら　だん 小３ 千葉ＮＴ 46.78
3 竹内　心美 たけうち　ここみ 小４ 守谷 48.02
4 浦野　晴也 うらの　はるや 小３ 守谷 39.87
5 石川　紗江 いしかわ　さえ 小３ 守谷 47.52
6

Ｎｏ．３０
１組 着順 タイム

1
2 永島　綾乃 ながしま　あやの 小６ 守谷 39.43
3 磯田　天音 いそだ　あまね 小５ 土浦 49.25
4 出山　翔子 いでやま　しょうこ 小５ 千葉ＮＴ 42.57
5 馬渡　光希 まわたり　みつき 小５ 土浦 53.75
6

５，６年生　２５ｍバタフライ

中学生以上　２５ｍバタフライ

１，２年生　５０ｍバタフライ

５，６年生　５０ｍバタフライ

３，４年生　５０ｍバタフライ
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Ｎｏ．３１
１組 着順 タイム

1
2 大澤　侑弥 おおさわ　ゆうや 中１ 土浦 43.49
3 稲川　賢人 いながわ　けんと 中３ 土浦 31.19
4 橋本　翔 はしもと　かける 高２ 守谷 29.40
5 金子　彩翔 かねこ　さえか 中３ 守谷 37.65
6 八木　遥菜 やぎ　はるな 中１ 守谷 37.45

Ｎｏ．３２
１組 着順 タイム

1
2
3 土浦（A区分） 1:29.41
4 守谷（A区分） 1:25.96
5 千葉（A区分） 1:31.39
6

Ｎｏ．３３
１組 着順 タイム

1
2
3 土浦（B区分） 1:11.72
4 守谷（B区分） 1:10.71
5 千葉（B区分） 1:15.24
6

Ｎｏ．３４
１組 着順 タイム

1
2
3 土浦（C区分） 2:30.26
4 守谷（C区分） 2:18.17
5 千葉（C区分） 2:24.68
6

Ｎｏ．３５
１組 着順 タイム

1
2
3 土浦（D区分） 2:09.26
4 守谷（D区分） 2:00.70
5 千葉（D区分） 2:10.87
6

A区分（未就学児，１，２年生）店舗対抗１００ｍリレー

B区分（３，４年生）店舗対抗１００ｍリレー

Ｃ区分（５，６年生）店舗対抗２００ｍリレー

D区分（中学生以上）店舗対抗２００ｍリレー

中学生以上　５０ｍバタフライ
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