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競技№   4 男子   50m 平泳ぎ 予選 無差別
 9/ 6 石田　竜一                    飛龍高校        高3    28.93 大会新

競技№  10 男子  200m 平泳ぎ 予選 無差別
 3/ 5 石田　竜一                    飛龍高校        高3  2:14.25 大会新

競技№  13 女子  100m バタフライ 予選 無差別
 3/ 5 成島　夕愛                    フィッツ竜王    中3  1:03.54 大会新

 3/ 7 戸塚日南子                    伊東ＳＳ        小6  1:05.69 大会新

競技№  34 男子   50m 平泳ぎ 決勝 高校生
 5 石田　竜一                    飛龍高校        高3    28.98 大会新

競技№  40 男子  100m 背泳ぎ 決勝 中学生
 5 奥　　大輝                    東部ＳＳ        中2    59.84 大会新

競技№  46 男子   50m 自由形 決勝 小学４年生以下
 5 海野　陽生                    レオリブレ      小4    29.55 大会新

競技№  52 男子   50m 自由形 決勝 高校生
 5 内村　駿斗                    飛龍高校        高1    23.70 大会新

競技№  57 女子  200m 平泳ぎ 決勝 高校生
 5 柴本　真衣                    エースワン      高1  2:36.03 大会新

競技№  58 男子  200m 平泳ぎ 決勝 高校生
 5 石田　竜一                    飛龍高校        高3  2:14.01 大会新

 6 釜田　　駿                    飛龍高校        高2  2:15.17 大会新

競技№  69 女子  100m バタフライ 決勝 小学５・６年生
 5 戸塚日南子                    伊東ＳＳ        小6  1:04.81 大会新

競技№  71 女子  100m バタフライ 決勝 中学生
 5 成島　夕愛                    フィッツ竜王    中3  1:03.51 大会新

競技№  86 男子   50m バタフライ 予選 無差別
 7/ 9 海野　陽生                    レオリブレ      小4    31.36 大会新

競技№  94 男子  100m 平泳ぎ 予選 無差別
 6/ 6 石田　竜一                    飛龍高校        高3  1:02.07 大会新

競技№  97 女子   50m 背泳ぎ 予選 無差別
10/ 5 中島　芽郁                    ﾙﾈｻﾝｽ沼津       中3    30.15 大会新

競技№  98 男子   50m 背泳ぎ 予選 無差別
 9/ 5 上坂　侑輝                    飛龍高校        高3    26.64 大会新

競技№ 104 男子   50m バタフライ 決勝 小学４年生以下
 5 海野　陽生                    レオリブレ      小4    31.59 大会新

競技№ 116 男子  100m 自由形 決勝 中学生
 6 今枝　海斗                    島田チャンプ    中2    54.65 大会新

競技№ 134 男子  100m 平泳ぎ 決勝 高校生
 5 石田　竜一                    飛龍高校        高3  1:02.45 大会新

競技№ 147 女子   50m 背泳ぎ 決勝 中学生
 5 中島　芽郁                    ﾙﾈｻﾝｽ沼津       中3    29.87 大会新
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競技№ 148 男子   50m 背泳ぎ 決勝 中学生
 5 奥　　大輝                    東部ＳＳ        中2    27.57 大会新

競技№ 150 男子   50m 背泳ぎ 決勝 高校生
 4 上坂　侑輝                    飛龍高校        高3    26.47 大会新


