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競技№   7 女子   50m 自由形 タイム決勝 中学生
 4/ 5 鈴木　月渚                    東部ＳＳ        中3    26.87 大会新

競技№   8 女子   50m 自由形 タイム決勝 高校大学一般
 2/ 5 松永　爽羽                    とこはＳＳ      高3    26.57 大会新

競技№  30 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 小学４年生以下
 4/ 6 西村　優希                    ﾙﾈｻﾝｽ沼津       小4    39.18 大会新

競技№  36 女子  100m 自由形 タイム決勝 高校大学一般
 2/ 5 松永　爽羽                    とこはＳＳ      高3    57.50 大会新

競技№  41 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 小学５・６年生
 2/ 6 戸塚日南子                    伊東ＳＳ        小6  2:32.27 大会新

 2/ 4 稲葉聡友子                    宇佐美ＳＣ      小6  2:36.82 大会新

競技№  48 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 中学生
 1/ 5 中島　芽郁                    ﾙﾈｻﾝｽ沼津       中3    30.12 大会新

競技№  51 女子  400m リレー タイム決勝 中学生
 1/ 3 ﾙﾈｻﾝｽ沼津                     (大嶽　杏奈                    ) 中学  1:01.51  4:12.06 大会新

競技№  57 男子   50m 自由形 タイム決勝 小学４年生以下
 7/ 5 平森　玲守                    RSC富士         小4    31.45 大会新

 7/ 6 渡邉　瑠斗                    ﾙﾈｻﾝｽ沼津       小4    31.59 大会新

競技№  60 男子   50m 自由形 タイム決勝 高校大学一般
 4/ 5 原　　英晃                    ｳﾞｨﾝﾁﾄｰﾚ           24.12 大会新

競技№  61 男子  400m 個人メドレー タイム決勝 中学生
 1/ 5 大木　優瑠                    伊豆SS          中3  4:44.19 大会新

競技№  62 男子  400m 個人メドレー タイム決勝 高校大学一般
 1/ 6 杉山　大晟                    飛龍高校        高1  4:30.78 大会新

 1/ 5 勝又　悠起                    飛龍高校        高2  4:32.77 大会新

競技№  67 男子  200m 自由形 タイム決勝 小学５・６年生
 2/ 5 榊原　　天                    RSC富士         小6  2:10.80 大会新

競技№  68 男子  200m 自由形 タイム決勝 中学生
 2/ 6 大木　優瑠                    伊豆SS          中3  1:58.37 大会新

 2/ 5 中西　春稀                    RSC富士         中3  2:00.02 大会新

 2/ 4 島田　恭佑                    とこはＳＳ      中2  2:01.32 大会新

競技№  69 男子  200m 自由形 タイム決勝 高校大学一般
 2/ 5 杉本　碧波                    伊東高校        高2  1:54.27 大会新

競技№  72 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝 高校大学一般
 3/ 5 石田　竜一                    飛龍高校        高3  1:02.60 高校新

大会新

競技№  77 男子  400m 自由形 タイム決勝 中学生
 1/ 5 大木　優瑠                    伊豆SS          中3  4:10.22 大会新

競技№  78 男子  400m 自由形 タイム決勝 高校大学一般
 2/ 4 杉山　大晟                    飛龍高校        高1  4:03.67 大会新
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競技№  82 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 小学４年生以下
 4/ 5 湯山虎ノ介                    ｲﾄﾏﾝ御殿場      小4    39.85 大会新

 4/ 6 滝浪　旬詠                    とこはＳＳ      小4    41.91 大会新

競技№  83 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 小学５・６年生
 3/ 5 近田　健太                    とこはＳＳ      小6    35.55 大会新

 3/ 6 榊原　　天                    RSC富士         小6    36.22 大会新

競技№  85 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝 高校大学一般
 2/ 5 石田　竜一                    飛龍高校        高3  2:15.99 大会新

競技№  87 男子  100m 自由形 タイム決勝 中学生
 3/ 5 中西　春稀                    RSC富士         中3    54.87 大会新

競技№  88 男子  100m 自由形 タイム決勝 高校大学一般
 4/ 5 原　　英晃                    ｳﾞｨﾝﾁﾄｰﾚ           52.57 大会新

競技№  89 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 小学５・６年生
 1/ 5 赤松　一総                    裾野ＳＳ        小6  1:11.16 大会新

競技№  90 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 中学生
 2/ 5 奥　　大輝                    東部ＳＳ        中2  1:00.27 大会新

競技№  92 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 小学４年生以下
 2/ 5 平森　玲守                    RSC富士         小4  2:49.90 大会新

競技№  93 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 小学５・６年生
 2/ 5 榊原　　天                    RSC富士         小6  2:23.96 大会新

競技№  94 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 中学生
 1/ 5 大木　優瑠                    伊豆SS          中3  2:15.59 大会新

競技№  96 男子   50m バタフライ タイム決勝 中学生
 2/ 5 中西　春稀                    RSC富士         中3    26.32 大会新

競技№  97 男子   50m バタフライ タイム決勝 高校大学一般
 1/ 5 杉原　響紀                    Ｔ‐１２３      高3    26.08 大会新

競技№ 103 男子  400m リレー タイム決勝 中学生
 1/ 5 東部ＳＳ                      (野中　天聖                    ) 中学    58.15  3:49.98 大会新

競技№ 104 男子  400m リレー タイム決勝 高校大学一般
 2/ 5 飛龍高校A (上坂　侑輝                    ) 高校    52.55 大会新  3:35.00

 2/ 3 伊東高校                      (杉本　碧波                    ) 高校    52.40 大会新  3:38.31


