
1位 2位 3位 4位 1位 2位 3位 4位

自由形 大石　広夢 中1 岡本　息吹 中2 伊丹カワイ 中2 新島　聖也 中2 自由形 寺下　凜 中1 岡本　妃菜 中2 森　　心葉 中2

50m 大浜 掛川西 掛川東 掛川西 50m 掛川東 掛川西 掛川東

28.88 30.62 30.89 33.35 29.98 36.46 41.61

自由形 濱口　裕太 中2 中村　幹太 中2 松浦　大智 中2 吉村　航平 中1 自由形 布澤　陽和 中2 河村　綾音 中1 三宅　莉愛 中1 福田みつき 中2

100m 掛川西 掛川西 掛川西 御前崎 100m 掛川北 菊川西 掛川西 掛川東

1:04.01 1:15.19 1:15.38 1:15.86 1:10.49 1:13.74 1:14.08 1:16.62

自由形 髙内　祐伍 中2 松浦　蓮 中2 吉村　航平 中1 安間　楓 中2 自由形 田代　紗穂 中1 布澤　陽和 中2 福田みつき 中2 金田　莉緒 中1

200m 菊川西 掛川北 御前崎 掛川東 200m 城東 掛川北 掛川東 掛川西

2:24.66 2:30.36 2:44.44 3:02.77 2:25.56 2:37.21 3:01.48 3:04.31

自由形 谷川　歩夢 中2 近藤　幹大 中1 髙内　祐伍 中2 長島　臣宗 中2 自由形 府野日菜子 中2 田代　紗穂 中1

400m 掛川北 岳洋 菊川西 浜岡 400m 掛川西 城東

4:47.46 5:01.03 5:04.15 5:16.16 4:54.78 5:03.15

自由形 大石　広夢 中1 近藤　幹大 中1 福岡　諒大 中1 栗平　将吾 中1 自由形 府野日菜子 中2

1500m 大浜 岳洋 掛川西 掛川西 800m 掛川西

9:49.75 10:34.11 12:46.62 12:47.39 10:16.43

背泳ぎ 松村利久軌 中1 伊丹カワイ 中2 福士　敬也 中2 早川　怜寿 中2 背泳ぎ 谷川　彩楓 中1 岡本　妃菜 中2 河村　綾音 中1 岡部　百汐 中2

100m 掛川東 掛川東 掛川西 掛川西 100m 掛川北 掛川西 菊川西 掛川西

1:16.62 1:21.49 1:23.36 1:30.55 1:23.45 1:31.70 1:32.11 1:49.60

背泳ぎ 松村利久軌 中1 宮野　大和 中1 早川　怜寿 中2 松浦　大智 中2 背泳ぎ 谷川　彩楓 中1 三宅　莉愛 中1

200m 掛川東 掛川西 掛川西 掛川西 200m 掛川北 掛川西

2:43.75 3:00.89 3:09.05 3:19.96 2:51.95 3:07.48

平泳ぎ 林　　雅周 中2 尾崎　大輔 中1 柳川　伊織 中2 山本　透馬 中2 平泳ぎ 赤堀　莉子 中2 花村　華音 中1 望月　叶夢 中2 栗山　花凜 中2

100m 掛川西 掛川東 掛川東 掛川西 100m 岳洋 掛川西 掛川東 岳洋

1:20.35 1:20.44 1:34.21 1:34.56 1:30.21 1:38.75 1:44.15 1:48.28

平泳ぎ 林　　雅周 中2 尾崎　大輔 中1 水野　洸成 中1 中山　恭誠 中2 平泳ぎ 赤堀　莉子 中2 中田明日花 中2 河合  未貴 中2 望月　叶夢 中2

200m 掛川西 掛川東 掛川西 掛川西 200m 岳洋 掛川西 掛川西 掛川東

2:53.66 2:53.82 3:17.17 3:19.07 3:06.45 3:37.71 3:39.00 3:44.78

バタフライ 岡本　息吹 中2 福岡　諒大 中1 東屋　和真 中1 渥美　柊威 中1 バタフライ 齋藤　柚 中2 中田明日花 中2

100m 掛川西 掛川西 掛川西 掛川東 100m 掛川西 掛川西

1:15.55 1:42.36 1:50.87 1:59.90 1:28.72 1:49.40

バタフライ 新島　聖也 中2 バタフライ 齋藤　柚 中2

200m 掛川西 200m 掛川西

3:54.14 3:12.89

個人メドレー 濱口　裕太 中2 鈴木　琉太 中2 鈴木　優斗 中2 長島　臣宗 中2 個人メドレー 寺下　凜 中1 花村　華音 中1

200m 掛川西 桜が丘 浜岡 浜岡 200m 掛川東 掛川西

2:39.59 2:41.51 2:42.27 2:48.03 2:35.58 3:09.43

個人メドレー 鈴木　琉太 中2 谷川　歩夢 中2 鈴木　優斗 中2 宮野　大和 中1 個人メドレー 布澤　陽和 中2

400m 桜が丘 掛川北 浜岡 掛川西 400m 掛川北

5:37.93 5:37.98 5:50.56 6:41.29 6:10.95

FR 掛川西 掛川東 FR 掛川西 掛川東

400m 4:34.79 4:40.79 　 400m 4:34.79 4:40.79

MR 掛川西 掛川東 MR 掛川西 掛川東

400m 5:00.37 5:23.15 400m 5:00.37 5:23.15

 学校 女子合計  女子順位 男子合計 男子順位 総計 総合順位
掛川東 34 2 46 2 80 2
掛川西 77 1 99 1 176 1
大浜 0 7 12 4 12 6
桜が丘 0 7 10 5 10 7
掛川北 22 3 15 3 37 3
城東 10 5 0 10 10 7
岳洋 15 4 8 8 23 4
浜岡 0 7 10 5 10 7
御前崎 0 7 5 9 5 10
菊川西 7 6 9 7 16 5
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