
リレーオーダー

No 74 女子１０才以下 ２００Ｍメドレーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
1 北海道 渡邊由梨菜 34.11 宮崎　李郁 1:13.33 横内　怜奈 1:47.16 渋谷紗也華 2:19.50

清　田 あいの里 江　別 あいの里
2 東　北 鈴木さくら 33.53 菅野　凪紗 1:18.69 藤代みゆう 1:53.68 五十嵐莉沙 2:25.22

北　上 南光台 南光台 南光台
3 関西・東 小出　稚子 35.66 周藤　彩加 1:17.08 中嶋　莉子 1:51.46 羽田　奈央 2:22.27

富　雄 東花園 山　本 八　尾
3 中　部

4 西日本 川上　優衣 35.86 高見　樹奈 1:12.49 新野　杏奈 1:45.59 本越　昌子 2:19.27
高　知 出　雲 高　知 高　知

5 関西・南 岡田実優里 33.81 土田  　環 1:13.85 坂井　未夢 1:45.51 宮野　夏妃 2:17.97
はびきの はびきの エビス 松　原

6 関　東 長谷川実香 35.19 五十嵐愛依 1:13.75 堀内    碧 1:49.06 亀田　佳奈 2:20.00
所　沢 八王子 立石ﾀﾞｲﾜ 所　沢

4 関西・西

5 北陸・信越

No 75 男子１０才以下２００Ｍメドレーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
2 北海道

3 東　北

2 関西・東 尾崎　翔伍 36.03 堀之内　航 1:14.73 上田　吏騎 1:46.76 岡田　英士 2:18.23
ガ　ボ 茨木中央 茨木中央 茨木中央

3 中　部 安藤　大地 38.25 榊原　稜栞 1:18.06 松岡　修吾 1:53.30 中川　拓海 2:23.84
比　良 多治見 中　川 白　子

4 西日本 村尾　駿浩 36.28 押川　　駆 1:14.48 松川　晃己 1:49.35 石原　大成 2:22.76
出　雲 廿日市 広　島 出　雲

4 関西・南

5 関　東

5 関西・西 内田　佳汰 37.38 岩井　童夢 1:21.99 川原  　瞬 1:56.86 山本康司郎 2:28.31
尼　宝 宝　塚 尼　宝 宝　塚

6 北陸・信越

No 76 女子１１～１２才 200Ｍメドレーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
2 北海道 新井　緋里 33.77 吉原　理瑳 1:11.07 前川　芽菜 1:42.17 五十嵐麻実 2:11.24

釧　路 釧　路 あいの里 江　別
3 東　北 早坂　まみ 33.39 小笠原夢菜 1:10.71 坂内　亜衣 1:41.45 伊藤　海羽 2:10.92

南光台 北　上 南光台 北　上
4 関西・東 中島　里香 33.46 水口　香奈 1:12.95 中川　優花 1:44.82 川西　彩加 2:13.06

山　本 ガ　ボ 茨木中央 富　雄
5 中　部 宇田　朱伽 34.28 横手　ゆめ 1:12.07 柳澤　陽香 1:43.12 太田菜那子 2:12.78

磐　田 比　良 磐　田 サンパーク
2 西日本 佐伯菜々子 32.45 今村　友紀 1:11.55 宮地　杏奈 1:41.28 森  　愛美 2:09.31

広　島 高　知 大　州 高　知
3 関西・南 小川 　 愛 32.29 中山　智絵 1:07.87 末下　愛音 1:38.44 呉本　璃紗 2:07.31

エビス 松　原 エビス はびきの
4 関　東 渡部香生子 30.81 大葉　琴乃 1:05.57 登 　 美香 1:35.81 森川　紗衣 2:04.74

立石ﾀﾞｲﾜ 所　沢 八王子 所　沢
5 関西・西 児玉　寧色 33.39 石川　穂波 1:09.06 安岡　亜美 1:37.87 足立　実優 2:06.09

御　影 北神戸 北神戸 三　木
6 北陸・信越 片岡　由季 34.01 綿貫　真桜 1:14.11 横山　美和 1:46.95 吉岡　美音 2:17.01

富　山 長　岡 長　岡 富　山



リレーオーダー

No 77 男子１１～１２才 200Ｍメドレーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
1 北海道 山本　遥斗 31.57 工藤慎一朗 1:06.04 河森　智文 1:37.42 千代　真道 2:04.79

清　田 登　別 あいの里 清　田
2 東　北 山田  　滉 32.09 桜本　翔真 1:09.12 鈴木　廉矢 1:40.99 車田　浩輝 2:09.46

南光台 南光台 北　上 仙　台
3 関西・東 高田　大志 36.68 紀井　克弥 1:10.73 小林　薫平 1:41.55 山神　海晴 2:09.72

ガ　ボ 東花園 東花園 八　尾
3 中　部

4 西日本 加藤　大輝 34.03 辰巳聡一郎 1:06.70 児玉　賢哉 1:39.28 高見　維吹 2:08.40
廿日市 広　島 姪　浜 出　雲

5 関西・南

5 関　東 大場　舜也 32.68 小室　俊貴 1:08.58 宮嵜　拓海 1:37.56 石川　雄大 2:05.28
毛呂山 毛呂山 立石ﾀﾞｲﾜ 八王子

6 関西・西 龍　　宏樹 29.10 長谷川　涼 1:05.64 森岡　伸悟 1:33.84 井ノ本  快 2:01.62
三　木 尼　宝 三　木 宝　塚

7 北陸・信越 酒井　侑弥 33.72 森川　泰成 1:10.91 谷井　直樹 1:41.50 越智　龍冬 2:10.32
長　岡 富　山 ジャンボ 富　山

No 78 女子１３才以上 ２００Ｍメドレーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
2 北海道 藤田　梨那 31.36 橋本　風香 1:07.49 亀田　菜月 1:35.94 土赤　育未 2:04.13

登　別 登　別 登　別 きたみ
3 東　北 佐藤　千紘 32.18 菅原　香奈 1:09.62 佐々木佑菜 1:41.42 石塚　早稀 2:08.30

北　上 仙　台 南光台 南光台
4 関西・東 平田　美穂 30.78 森  　眞央 1:05.30 三村　知美 1:33.91 村川　優夏 2:02.32

山　本 富　雄 東花園 八　尾
5 中　部 岩田　博子 30.19 崎浜　亜規 1:04.03 松田　知華 1:34.37 富田　千尋 2:01.69

比　良 サンパーク 比　良 比　良
2 西日本 佐々木麻い 29.56 佐古田　悠 1:03.80 竹下　千尋 1:31.18 浦島　晶子 1:59.23

高　知 高　知 センコー 津　山
3 関西・南 呉本　璃紗 30.53 廣田友里奈 1:05.12 池水　遥香 1:34.49 小田　成美 2:02.07

はびきの エビス 松　原 エビス
4 関　東 塩谷 　 綸 29.27 生山    咲 1:02.05 坂戸　里実 1:30.21 熊沢　歩美 1:57.38

八王子 入　間 八王子 八王子
5 関西・西 山口　真旺 28.71 田中　佑季 1:02.77 栗林　優子 1:30.96 山本　紗希 1:58.07

宝　塚 尼　宝 三　木 北神戸
6 北陸・信越 瀬倉　未智 29.70 綿貫めぐみ 1:02.39 布川　明穂 1:32.00 玉井恵理子 1:58.16

長　岡 長　岡 長　岡 長　岡

No 79 男子１３才以上２００Ｍメドレーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
2 北海道 甲斐　耕輔 29.46 磯石　侑希 1:03.60 西川原啓太 1:33.07 田井　直仁 1:59.49

江　別 江　別 登　別 きたみ
3 東　北 及川　龍二 29.61 山田　裕也 1:01.65 杉田　暁彦 1:29.84 石田　飛翔 1:55.95

北　上 盛　岡 仙　台 南光台
4 関西・東 東 　 大貴 29.28 寺田　直史 1:00.59 小森　悠斗 1:28.04 亀谷　昌明 1:52.90

東花園 柏　原 東花園 茨木中央
5 中　部 山内　明晟 27.63 加藤  　遥 57.88 竹下　祥平 1:23.64 小林　陵平 1:47.70

一　宮 多治見 サンパーク 中　川
2 西日本 加藤  　理 27.40 内山　裕太 58.10 井田  憲吾 1:23.22 勝田  康貴 1:47.35

出　雲 姪　浜 大　州 大　州
3 関西・南 廣田　翔吾 27.70 東本  　貫 58.23 前田　健吾 1:23.66 竹中  　誠 1:47.25

エビス いずみ中央 エビス エビス
4 関　東 浦　瑠一朗 26.54 瀬戸　大也 55.14 佐藤  　樹 1:20.61 河野　大雅 1:44.89

毛呂山 毛呂山 立石ﾀﾞｲﾜ 毛呂山
5 関西・西 西山  　志 27.31 和田　真哉 56.94 出井　義也 1:23.20 中西　良太 1:48.53

御　影 尼　宝 尼　宝 尼　宝
6 北陸・信越 小諸　和真 29.97 勘村　亮太 1:00.74 今井　恭太 1:26.43 奈良　享祐 1:50.09

長　岡 金沢駅西 粟　崎 ジャンボ



リレーオーダー

No 128 　女子１０才以下  ２００Ｍフリーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
1 北海道 渡邊由梨菜 31.58 渋谷紗也華 1:04.48 横内　怜奈 1:35.94 宮崎　李郁 2:09.08

清　田 あいの里 江　別 あいの里
2 東　北 鈴木さくら 32.08 藤代みゆう 1:04.02 五十嵐莉沙 1:36.11 菅野　凪紗 2:09.94

北　上 南光台 南光台 南光台
3 関西・東 羽田　奈央 31.45 小出　稚子 1:02.99 中島　里香 1:36.94 周藤　彩加 2:09.52

八　尾 富　雄 山　本 東花園
3 中　部

4 西日本 高見　樹奈 31.79 本越　昌子 1:03.11 堀　あずみ 1:34.50 三島萌々華 2:06.13
出　雲 高　知 センコー 広　島

5 関西・南 岡田実優里 30.85 土田  　環 1:02.74 宮野　夏妃 1:35.13 坂井　未夢 2:05.13
はびきの はびきの 松　原 エビス

6 関　東 亀田　佳奈 31.46 関  　萌里 1:02.78 松本  七海 1:34.40 栗原    茜 2:06.19
所　沢 大　原 立石ﾀﾞｲﾜ 入　間

4 関西・西

5 北陸・信越

No 129 　男子１０才以下　２００Ｍフリーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
2 北海道

3 東　北

2 関西・東 尾崎　翔伍 32.28 大迫　知永 1:04.50 岡田　英士 1:35.47 上田　吏騎 2:05.62
ガ　ボ 東花園 茨木中央 茨木中央

3 中　部 中川　拓海 30.62 松岡　修吾 1:03.17 榊原　稜栞 1:34.91 谷口　史弥 2:07.45
白　子 中　川 多治見 中　川

4 西日本 押川　　駆 33.66 石原　大成 1:06.55 島根龍太郎 1:41.13 村尾　駿浩 2:14.94
廿日市 出　雲 松　江 出　雲

4 関西・南

5 関　東

5 関西・西 内田　佳汰 33.13 岩井　童夢 1:04.44 牟田　昇平 1:36.02 山本康司郎 2:06.04
尼　宝 宝　塚 北神戸 宝　塚

6 北陸・信越

No 130 女子１１～１２才  200Ｍフリーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
2 北海道 五十嵐麻実 29.71 中田　詩音 59.49 久保　鞠江 1:30.14 前川　芽菜 1:59.92

江　別 清　田 あいの里 あいの里
3 東　北 坂内　亜衣 29.00 伊藤　海羽 57.81 小笠原夢菜 1:28.93 早坂　まみ 1:58.93

南光台 北　上 北　上 南光台
4 関西・東 川西　彩加 28.13 小園　素子 57.84 中川　優花 1:27.29 水口　香奈 1:56.69

富　雄 山　本 茨木中央 ガ　ボ
5 中　部 太田菜那子 30.17 柳澤　陽香 59.67 松下　海里 1:29.91 渕上　杏佳 2:00.67

サンパーク 磐　田 中　川 千代田
2 西日本 宮地　杏奈 28.23 森  　愛美 56.83 加藤  　綾 1:26.09 安部　光華 1:55.95

大　州 高　知 出　雲 出　雲
3 関西・南 呉本　璃紗 29.11 三上　純心 58.88 後田　京香 1:28.73 末下　愛音 1:58.62

はびきの はびきの はびきの エビス
4 関　東 渡部香生子 27.68 大葉　琴乃 56.41 森川　紗衣 1:25.37 小峯　結愛 1:54.56

立石ﾀﾞｲﾜ 所　沢 所　沢 所　沢
5 関西・西 石川　穂波 28.67 児玉　寧色 58.10 安岡　亜美 1:25.77 足立　実優 1:53.79

北神戸 御　影 北神戸 三　木
6 北陸・信越 横山　美和 30.81 綿貫　真桜 1:01.57 越智　夏希 1:32.02 片岡　由季 2:02.68

長　岡 長　岡 富　山 富　山



リレーオーダー

No 131 男子１１～１２才  200Ｍフリーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
1 北海道 千代　真道 28.23 越田光太朗 58.04 工藤慎一朗 1:27.04 山本　遥斗 1:55.87

清　田 登　別 登　別 清　田
2 東　北 鈴木　廉矢 29.37 山田  　滉 58.32 塚野　晃人 1:27.50 車田　浩輝 1:55.86

北　上 南光台 北　上 仙　台
3 関西・東 山神　海晴 29.27 一色　竜次 59.66 高田　大志 1:29.41 小林　薫平 1:57.65

八　尾 ガ　ボ ガ　ボ 東花園
3 中　部

4 西日本 辰巳聡一郎 29.37 高見　維吹 58.91 加藤　大輝 1:28.82 畑中　隆志 1:58.31
広　島 出　雲 廿日市 米　子

4 関西・南

5 関　東 宮嵜　拓海 27.90 石川　雄大 56.13 山崎　素士 1:24.81 大場　舜也 1:53.80
立石ﾀﾞｲﾜ 八王子 宇都宮 毛呂山

6 関西・西 龍　　宏樹 27.28 土山　俊太 55.57 森岡　伸悟 1:22.11 井ノ本  快 1:49.97
三　木 北神戸 三　木 宝　塚

7 北陸・信越 谷井　直樹 29.15 越智　龍冬 57.96 小原　大拓 1:27.50 山田　涼太 1:56.28
ジャンボ 富　山 富　山 粟　崎

No 132 　女子１３才以上  ２００Ｍフリーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
2 北海道 亀田　菜月 27.21 土赤　育未 55.57 橋本　風香 1:23.27 藤田　梨那 1:49.97

登　別 きたみ 登　別 登　別
3 東　北 石塚　早稀 27.63 伊藤　奈穂 54.96 関谷　早紀 1:22.63 仙花　菜実 1:50.76

南光台 北　上 秋　田 秋　田
4 関西・東 村川　優夏 29.19 三村　知美 56.88 吉岡　理沙 1:25.03 小畠　菜緒 1:53.04

八　尾 東花園 富　雄 茨木中央
5 中　部 富田　千尋 28.31 谷口　裕美 57.11 松田　知華 1:25.27 岩田　博子 1:52.54

比　良 サンパーク 比　良 比　良
2 西日本 佐々木麻い 27.28 竹下　千尋 54.14 今村　晴香 1:22.00 伊達　友香 1:49.50

高　知 センコー 姪　浜 大　州
3 関西・南 小田　成美 28.10 米丸　友紅 56.29 小西　　杏 1:24.51 應田　花歩 1:51.96

エビス はびきの エビス いずみ中央
4 関　東 坂戸　里実 28.37 熊沢　歩美 55.71 塩谷　波那 1:23.00 嘉陽　文香 1:51.03

八王子 八王子 八王子 八王子
5 関西・西 山口　亜也 27.92 菅原和華奈 55.44 白井　佳織 1:23.15 山本　紗希 1:50.58

宝　塚 尼　宝 宝　塚 北神戸
6 北陸・信越 瀬倉　未智 27.07 中村有理沙 54.74 玉井恵理子 1:21.29 綿貫めぐみ 1:47.89

長　岡 ジャンボ 長　岡 長　岡

No 133 　男子１３才以上　２００Ｍフリーリレー
ｺｰｽ チーム名 第一泳者 記　録 第二泳者 ラップ 第三泳者 ラップ 第四泳者 記　録
2 北海道 甲斐　耕輔 25.28 田井　直仁 51.57 西川原啓太 1:18.46 磯石　侑希 1:47.63

江　別 きたみ 登　別 江　別
3 東　北 杉田　暁彦 26.30 佐藤　千紘 51.84 三浦　拓真 1:17.75 山田　裕也 1:43.47

仙　台 北　上 北　上 盛　岡
4 関西・東 亀谷　昌明 26.21 藤本 　 凌 52.38 若園　和樹 1:18.92 東 　 大貴 1:44.02

茨木中央 茨木中央 茨木中央 東花園
5 中　部 竹下　祥平 24.67 甫本　研太 49.29 小柳　良樹 1:13.69 稲垣　佳明 1:38.05

サンパーク サンパーク 千代田 中　川
2 西日本 内山　裕太 24.95 井田  憲吾 48.97 勝田  康貴 1:13.25 関谷    岳 1:37.94

姪　浜 大　州 大　州 浦　添
3 関西・南 竹中  　誠 24.07 廣田　翔吾 49.18 中原　亮太 1:13.14 前田　健吾 1:37.12

エビス エビス エビス エビス
4 関　東 瀬戸　大也 24.62 河野　大雅 48.94 松崎  卓也 1:13.38 浦　瑠一朗 1:37.08

毛呂山 毛呂山 八王子 毛呂山
5 関西・西 中西　良太 25.40 松山　明憲 50.22 田中　優真 1:15.44 宮本　直弥 1:40.02

尼　宝 宝　塚 大久保 妙法寺
6 北陸・信越 奈良　享祐 24.12 今井　恭太 48.53 勘村　亮太 1:14.12 本間　　遼 1:40.51

ジャンボ 粟　崎 金沢駅西 ジャンボ


