
3年以下女子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 吉元　愛結 小3 吉松　　季 小3 井上　華桜 小3 黒木　美晴 小3 宮富　姫礼 小3 福﨑玲乃香小3
50m 横川ＳＣ 香月水泳 あめんぼう 香月水泳 池之原水泳 姶良水泳
タイム決勝 38 43.95 45.17 47.01 47.81 48.83

背泳ぎ 吉元　愛結 小3 田口　愛梨 小3 吉松　　季 小3 黒木　美晴 小3 福﨑玲乃香小3 田平　優愛 小3
50m 横川ＳＣ 米東水泳 香月水泳 香月水泳 姶良水泳 香月水泳
タイム決勝 46.94 53.21 56.34 01:00.9 01:01.7 01:03.2

平泳ぎ 田口　愛梨 小3 松本　彩奈 小3 宮富　姫礼 小3 井上　華桜 小3
50m 米東水泳 あめんぼう 池之原水泳 あめんぼう
タイム決勝 01:00.8 01:01.5 01:06.3 01:09.8

バタフライ 
50m 
タイム決勝

3年以下男子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 諏訪　雄一 小3 松永　玲皇 小3 清　　寅尚 小3 山道　宥輝 小3 草原　志努 小3 松木　琥珀 小3
50m 米東水泳 志布志水泳 西原台小 米東水泳 池之原水泳 隼人SPS
タイム決勝 40.09 41.21 43.65 44.81 45.01 45.25

背泳ぎ 山道　美輝 小3 清　　寅尚 小3 徳重虎太朗小3 山道　宥輝 小3 前田　健心 小3 松永　玲皇 小3
50m 米東水泳 西原台小 あめんぼう 米東水泳 伊仙水泳 志布志水泳
タイム決勝 53.38 53.93 54.26 55.15 57.23 57.4

平泳ぎ 前田　凌駕 小3 祈　　雄清 小3 椛山　泰雅 小3 渡　　雅貴 小2
50m あめんぼう ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 大軣小 ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ
タイム決勝 01:08.4 01:15.0 01:25.1 01:26.2

バタフライ 徳重虎太朗小3 山道　美輝 小3 前田　健心 小3 溝口　大喜 小3 草原　志努 小3 青﨑　良太 小3
50m あめんぼう 米東水泳 伊仙水泳 ﾊﾂｷｽｲｴｲ 池之原水泳 奄美小
タイム決勝 46.46 52.73 54.78 57.18 58.52 01:05.5

4年女子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 小縣　優美 小4 橋口　美海 小4 吉田　茉央 小4 實村　心香 小4 上野　優梨 小4 吉井　乃愛 小4
50m 香月水泳 姶良水泳 志布志水泳 伊仙水泳 横川ＳＣ 米東水泳
タイム決勝 38.48 39.42 40.52 40.81 42.81 42.85

背泳ぎ 橋口　美海 小4 乾　　由梨 小4 實村　心香 小4 井ノ上莉瑚 小4 熊ケ迫海里小4 川元　　音 小4
50m 姶良水泳 姶良水泳 伊仙水泳 横川ＳＣ ﾊﾂｷｽｲｴｲ ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ
タイム決勝 48.69 49.71 50.2 51.14 52.94 54.03

平泳ぎ 小縣　優美 小4 吉田　茉央 小4 川元　　音 小4 上野　優梨 小4 井ノ上莉瑚 小4 安庭　心実 小4
50m 香月水泳 志布志水泳 ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 横川ＳＣ 横川ＳＣ 姶良水泳
タイム決勝 50.93 51.9 52.98 55.46 56.72 01:02.7

バタフライ 有村優愛里小4 乾　　由梨 小4 松井こはる 小4
50m 横川ＳＣ 姶良水泳 大勝ＳＳＰ
タイム決勝 48.57 49.64 53.42

第47回鹿児島県スポーツ少年団交歓交流大会　水泳競技

7月27日（土）霧島市国分総合プール



4年男子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 清田　樹生 小4 岡村　相佑 小4 隈本　彦輝 小4 馬渡　友希 小4 渡邉　優直 小4 小幡　大翔 小4
50m 奄美小 伊集院水泳 志布志水泳 池之原水泳 大勝ＳＳＰ 朝日水泳ＳＰ
タイム決勝 37.41 37.71 37.77 37.84 37.87 40.63

背泳ぎ 清田　樹生 小4 宮﨑　　大 小4 岩本　天斗 小4 屋宮　煌翔 小4 金﨑　颯馬 小4 東郷　奏甫 小4
50m 奄美小 米東水泳 隼人SPS 朝日水泳ＳＰ 姶良水泳 横川ＳＣ
タイム決勝 48.87 51.92 53.45 55.28 58.72 01:00.5

平泳ぎ 座安　心太 小4 小幡　大翔 小4 森元　勝哉 小4 下平　杜眞 小4 宮﨑　　大 小4 窪田　智哉 小4
50m ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 朝日水泳ＳＰ 横川ＳＣ 志布志水泳 米東水泳 伊仙水泳
タイム決勝 50.37 51.28 54.83 55.26 57.96 58.23

バタフライ 馬渡　友希 小4 渡邉　優直 小4 座安　心太 小4 隈本　彦輝 小4 岡村　相佑 小4 下平　宋泰 小4
50m 池之原水泳 大勝ＳＳＰ ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 志布志水泳 伊集院水泳 志布志水泳
タイム決勝 41.55 42.48 43.74 49.21 53.19 56.79

5年女子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 坂田　菜摘 小5 永野　　朱 小5 登尾　姫空 小5 樋渡亜佑美小5 池之上桃香小5 松木　優愛 小5
50m 香月水泳 池之原水泳 ドルフィンSP 隼人SPS 志布志水泳 隼人SPS
タイム決勝 33.83 34.83 37.57 37.75 42.09 42.25

自由形 野﨑　美倫 小5 圓山　りん 小5
100m 阿久根ＳＣ 奄美小
タイム決勝 01:24.5 01:38.6

(大会新)

背泳ぎ 野﨑　美倫 小5 重田　珠優 小5 永野　　朱 小5 樋渡亜佑美小5 上村　璃桜 小5 新穂　早瑛 小5
50m 阿久根ＳＣ 伊仙水泳 池之原水泳 隼人SPS 中沖水泳 西出水水泳
タイム決勝 43.47 44.62 46.45 46.84 53.01 58.6

平泳ぎ 畑　なずな 小5 前島　心優 小5 圓山　りん 小5 内山　友愛 小5 白坂　美月 小5 野口　真優 小5
50m ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 奄美小 奄美小 香月水泳 阿久根ＳＣ あめんぼう
タイム決勝 45.05 54.75 56.47 58.7 01:00.3 01:06.4

バタフライ 森島　千愛 小5 畑　なずな 小5 坂田　菜摘 小5 登尾　姫空 小5 松木　優愛 小5 池之上桃香小5
50m 奄美小 ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 香月水泳 ドルフィンSP 隼人SPS 志布志水泳
タイム決勝 40.36 41.29 41.36 44.72 44.79 46.72

個人メドレー 森島　千愛 小5 重田　珠優 小5 前島　心優 小5 古川　実弥 小5
200m 奄美小 伊仙水泳 奄美小 米東水泳
タイム決勝 03:15.5 03:34.2 03:51.9 04:01.9

5年男子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 小竹　佑太 小5 重田　瑠依 小5 牧之瀬琉愛小5 吉田　大喜 小5 中田龍之介小5 北川　健心 小5
50m 西原台小 名瀬水泳 あめんぼう 奄美小 大勝ＳＳＰ 池之原水泳
タイム決勝 32.7 33.06 33.75 36.79 38.01 38.39

自由形 牧山蒼一朗小5 小竹　佑太 小5 勇　　海翔 小5 濱川　蒼空 小5 児玉　颯汰 小5 満　心優人 小5
100m 西出水水泳 西原台小 名瀬水泳 奄美小 西出水水泳 奄美小
タイム決勝 01:14.1 01:14.4 01:17.2 01:25.7 01:29.2 01:30.4

(大会新)

背泳ぎ 吉田　大喜 小5 勇　　海翔 小5 濱川　蒼空 小5 西園　蒼生 小5 児玉　颯汰 小5 中馬　瑞稀 小5
50m 奄美小 名瀬水泳 奄美小 姶良水泳 西出水水泳 西出水水泳
タイム決勝 43.96 45.52 46.22 47.17 49.22 50.68

平泳ぎ 麓　　結吾 小5 川口　真臣 小5 松久保光志小5 草原　礼都 小5 牧之瀬琉愛小5 松島　　翼 小5
50m 奄美小 名瀬水泳 姶良水泳 池之原水泳 あめんぼう ﾊﾂｷｽｲｴｲ
タイム決勝 46.63 51.42 51.73 51.97 53.13 53.14

バタフライ 重田　瑠依 小5 牧山蒼一朗小5 中田龍之介小5 中　　幸也 小5 名富凛太朗小5 北川　健心 小5
50m 名瀬水泳 西出水水泳 大勝ＳＳＰ 伊仙水泳 奄美小 池之原水泳
タイム決勝 36.3 38.95 40.06 42.08 46.53 46.67

個人メドレー 麓　　結吾 小5 西園　蒼生 小5 中　　幸也 小5 松久保光志小5
200m 奄美小 姶良水泳 伊仙水泳 姶良水泳
タイム決勝 03:23.5 03:28.3 03:28.6 03:39.8



6年女子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 諏訪　楓果 小6 田平こころ 小6 加納　香子 小6 橋之口亜衣小6 長谷川莉音小6 椎　　真愛 小6
50m 米東水泳 香月水泳 ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 西原台小 ﾊﾂｷｽｲｴｲ 隼人SPS
タイム決勝 32.14 34.1 34.76 35.14 36.48 37.06

自由形 清田優季乃小6 椎　　真愛 小6 宮田野乃花小6 中村　美南 小6 熊ケ迫七海小6 橋口　愛彩 小6
100m 奄美小 隼人SPS ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 隼人SPS ﾊﾂｷｽｲｴｲ 姶良水泳
タイム決勝 01:18.6 01:21.3 01:23.8 01:25.6 01:29.2 01:30.1

背泳ぎ 田平こころ 小6 加納　香子 小6 森　　彩音 小6 石原　果穏 小6 西園友生菜小6 隈本　心愛 小6
50m 香月水泳 ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 伊仙水泳 ﾊﾂｷｽｲｴｲ 隼人SPS 志布志水泳
タイム決勝 42.61 44.26 45.91 47.36 50.89 51.38

6年女子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

平泳ぎ 諏訪　楓果 小6 宮田野乃花小6 森　　彩音 小6 渡　　沙希 小6 熊ケ迫七海小6 屋宮　花凛 小6

50m 米東水泳 ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 伊仙水泳 ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ ﾊﾂｷｽｲｴｲ 朝日水泳ＳＰ

タイム決勝 42.61 46.07 47.65 49.75 50.19 53.57

バタフライ 前山　天海 小6 長谷川莉音小6 東中　愛來 小6 渡　　沙希 小6 窪田結芽乃小6 徳留　　華 小6
50m ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ ﾊﾂｷｽｲｴｲ 大勝ＳＳＰ ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 伊仙水泳 ﾊﾂｷｽｲｴｲ
タイム決勝 38.33 39.96 41.45 43.45 43.67 44.86

個人メドレー 清田優季乃小6 前山　天海 小6
200m 奄美小 ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ
タイム決勝 03:15.7 03:22.4

6年男子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 武元耀太郎小6 田口　惺翔 小6 山田　隆継 小6 俵　　幸平 小6 渡邉　優人 小6 宮﨑　　元 小6
50m 伊仙水泳 米東水泳 大勝ＳＳＰ 大勝ＳＳＰ 大勝ＳＳＰ 米東水泳
タイム決勝 31.78 32.66 33.12 34.26 34.92 34.99

自由形 長田央二朗小6 武元耀太郎小6 山田　隆継 小6 竹下　公太 小6 宮﨑　　元 小6 東　　琉偉 小6
100m 名瀬水泳 伊仙水泳 大勝ＳＳＰ あめんぼう 米東水泳 奄美小
タイム決勝 01:10.6 01:10.8 01:12.1 01:14.8 01:15.9 01:16.0

背泳ぎ 田口　惺翔 小6 鶴岡　太輝 小6 溝口　誠人 小6 山田　碧斗 小6 安庭　悠仁 小6 岩﨑　滉夢 小6
50m 米東水泳 朝日水泳ＳＰ ﾊﾂｷｽｲｴｲ 大勝ＳＳＰ 姶良水泳 ﾊﾂｷｽｲｴｲ
タイム決勝 38.57 44.37 45.38 45.88 48.55 48.7

平泳ぎ 阿部ﾊｲﾏ 小6 俵　　幸平 小6 東　　琉偉 小6 鶴岡　太輝 小6 竹下　公太 小6 川迫　由暉 小6
50m 朝日水泳ＳＰ 大勝ＳＳＰ 奄美小 朝日水泳ＳＰ あめんぼう 西原台小
タイム決勝 39.75 39.87 46.35 46.83 47.32 48.53

バタフライ 渡邉　優人 小6 栗栖　良汰 小6 野口　裕士 小6 福留　陽輝 小6 臼井　隆人 小6
50m 大勝ＳＳＰ 奄美小 姶良水泳 池之原水泳 伊集院水泳
タイム決勝 38.24 41.93 49.7 59.01 01:10.3

個人メドレー 阿部ﾊｲﾏ 小6 長田央二朗小6
200m 朝日水泳ＳＰ 名瀬水泳
タイム決勝 02:51.2 03:00.5

小学女子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

リレー ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 香月水泳 伊仙水泳 ﾊﾂｷｽｲｴｲ 隼人SPS 西原台小
200m 前山　天海 小6 小縣　優美 小4 窪田結芽乃小6 徳留　　華 小6 椎　　真愛 小6 郷原　姫織 小6
タイム決勝 加納　香子 小6 坂田　菜摘 小5 實村　心香 小4 長谷川莉音小6 樋渡亜佑美小5 黒木　陽加 小6

宮田野乃花小6 田平こころ 小6 森　　彩音 小6 熊ケ迫七海小6 中村　美南 小6 春田　柚奈 小6
畑　なずな 小5 内山　友愛 小5 重田　珠優 小5 石原　果穏 小6 西園友生菜小6 橋之口舞衣小1

02:25.2 02:28.5 02:35.2 02:36.6 02:42.9 02:43.5

メドレーリレー ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ ﾊﾂｷｽｲｴｲ 伊仙水泳 香月水泳 奄美小 隼人SPS
200m 加納　香子 小6 石原　果穏 小6 重田　珠優 小5 田平こころ 小6 清田優季乃小6 樋渡亜佑美小5
タイム決勝 畑　なずな 小5 熊ケ迫七海小6 森　　彩音 小6 小縣　優美 小4 前島　心優 小5 西園友生菜小6

前山　天海 小6 長谷川莉音小6 窪田結芽乃小6 坂田　菜摘 小5 森島　千愛 小5 松木　優愛 小5
宮田野乃花小6 徳留　　華 小6 實村　心香 小4 内山　友愛 小5 圓山　りん 小5 椎　　真愛 小6

02:37.2 02:53.2 02:53.5 02:58.0 03:02.6 03:03.8



小学男子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

リレー 大勝ＳＳＰ 名瀬水泳 奄美小 米東水泳 あめんぼう 西出水水泳
200m 俵　　幸平 小6 重田　瑠依 小5 吉田　大喜 小5 田口　惺翔 小6 竹下　公太 小6 牧山蒼一朗小5
タイム決勝 渡邉　優人 小6 長田央二朗小6 麓　　結吾 小5 諏訪　雄一 小3 牧之瀬琉愛小5 児玉　颯汰 小5

中田龍之介小5 海老原　纏 小6 栗栖　良汰 小6 宮﨑　　大 小4 武田　京磨 小6 中村　海俐 小5
山田　隆継 小6 勇　　海翔 小5 東　　琉偉 小6 宮﨑　　元 小6 野口　輝琉 小6 吉尾　遼生 小5

02:19.2 02:21.0 02:27.4 02:32.4 02:33.0 02:34.6

メドレーリレー 大勝ＳＳＰ 名瀬水泳 奄美小 米東水泳 朝日水泳ＳＰ 西出水水泳
200m 山田　隆継 小6 勇　　海翔 小5 吉田　大喜 小5 田口　惺翔 小6 鶴岡　太輝 小6 中村　海俐 小5
タイム決勝 俵　　幸平 小6 長田央二朗小6 麓　　結吾 小5 四元　煌大 小5 小幡　大翔 小4 吉尾　遼生 小5

渡邉　優人 小6 重田　瑠依 小5 栗栖　良汰 小6 宮﨑　　元 小6 阿部ﾊｲﾏ 小6 牧山蒼一朗小5
中田龍之介小5 海老原　纏 小6 東　　琉偉 小6 諏訪　雄一 小3 屋宮　煌翔 小4 児玉　颯汰 小5

02:33.6 02:41.8 02:47.3 02:51.7 02:56.8 03:00.0

中学女子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 田中　結子 中1 中村　　花 中1 小縣　結愛 中1 阿部タニア 中3 吉井　和花 中1 久徳　心花 中2
50m 伊仙水泳 阿久根ＳＣ 香月水泳 朝日水泳ＳＰ 米東水泳 中沖水泳
タイム決勝 30.93 32.53 33.91 34.19 34.55 36.7

自由形 田中　結子 中1 中村　　花 中1 別府　優月 中1 美佐　綾香 中3 久徳　心花 中2 大山　紬菜 中1
100m 伊仙水泳 阿久根ＳＣ 朝日水泳ＳＰ 奄美小 中沖水泳 朝日水泳ＳＰ
タイム決勝 01:07.5 01:09.0 01:13.1 01:21.6 01:24.2 01:25.0

背泳ぎ 郁　　天華 中3 井ノ上華鈴 中3 吉田　柚紀 中1 吉元愛夢叶中2
50m 奄美小 横川ＳＣ 朝日水泳ＳＰ 横川ＳＣ
タイム決勝 34.43 36.65 42.96 44.2

背泳ぎ 郁　　天華 中3 当田　咲涼 中3 吉田　柚紀 中1 大山　紬菜 中1
100m 奄美小 朝日水泳ＳＰ 朝日水泳ＳＰ 朝日水泳ＳＰ
タイム決勝 01:14.0 01:20.1 01:32.3 01:42.7

(大会新)

平泳ぎ 青﨑真伊子中3 阿部タニア 中3 座安　理奈 中1 逆瀬川愛佳中1
50m 奄美小 朝日水泳ＳＰ ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ 隼人SPS
タイム決勝 37.55 44.61 46.59 48.99

平泳ぎ 青﨑真伊子中3 小縣　結愛 中1
100m 奄美小 香月水泳
タイム決勝 01:23.2 01:31.9

バタフライ 東麻生原あやな中1 窪田　乃愛 中1 吉井　和花 中1 吉元愛夢叶中2 座安　理奈 中1
50m 横川ＳＣ 伊仙水泳 米東水泳 横川ＳＣ ｲﾂﾌﾞｽｲｴｲ
タイム決勝 32.71 35.35 38.79 41.77 42.13

バタフライ 東麻生原あやな中1 窪田　乃愛 中1 別府　優月 中1
100m 横川ＳＣ 伊仙水泳 朝日水泳ＳＰ
タイム決勝 01:19.0 01:21.9 01:30.0

個人メドレー 当田　咲涼 中3 井ノ上華鈴 中3
200m 朝日水泳ＳＰ 横川ＳＣ
タイム決勝 02:49.1 02:49.9

   1位 1位

リレー 朝日水泳ＳＰ中 朝日水泳ＳＰ中
200m 当田　咲涼 中3 当田　咲涼 中3
タイム決勝 別府　優月 中1 阿部タニア 中3

大山　紬菜 中1 別府　優月 中1
阿部タニア 中3 吉田　柚紀 中1

02:23.3 02:36.4

メドレーリレー 
200m 

タイム決勝



中学男子 1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 森　　駿太 中2 宮田　龍世 中3 乾　　聡真 中1 上野　大翔 中1 白坂　大輝 中3 中村　　湊 中2
50m 伊仙水泳 名瀬水泳 姶良水泳 横川ＳＣ 阿久根ＳＣ 隼人SPS
タイム決勝 28.67 29.4 29.93 30.22 30.23 30.74

自由形 伊藤　春貴 中3 白坂　大輝 中3 上野　大翔 中1 野田晃太郎中1 山本　大輝 中2 瀬戸口昇陽中2
100m 横川ＳＣ 阿久根ＳＣ 横川ＳＣ 奄美小 横川ＳＣ 隼人SPS
タイム決勝 01:03.1 01:04.8 01:07.3 01:07.9 01:09.1 01:10.3

背泳ぎ 井ノ上橙和 中1 有村　來人 中2 中　　至道 中1 宮田　星河 中1
50m 横川ＳＣ 横川ＳＣ 伊仙水泳 名瀬水泳
タイム決勝 35.29 38.74 39.45 49.04

背泳ぎ 中　　至道 中1
100m 伊仙水泳
タイム決勝 01:24.7

平泳ぎ 野田翔太郎中3 大野　陸翔 中2 濵元　泰斗 中1 重田　晄佑 中2 内村　大馳 中1 小幡航太郎中1
50m 奄美小 朝日水泳ＳＰ 阿久根ＳＣ 伊仙水泳 横川ＳＣ 朝日水泳ＳＰ
タイム決勝 34.12 34.58 36.31 37.92 38.8 40.22

平泳ぎ 野田翔太郎中3 大野　陸翔 中2 濵元　泰斗 中1 重田　晄佑 中2 内村　大馳 中1 山本　大輝 中2
100m 奄美小 朝日水泳ＳＰ 阿久根ＳＣ 伊仙水泳 横川ＳＣ 横川ＳＣ
タイム決勝 01:12.5 01:16.9 01:19.2 01:22.8 01:26.0 01:26.4

(大会新)

バタフライ 徳重　篤弥 中2 伊藤　春貴 中3 中馬　碧海 中1 宮田　龍世 中3 乾　　聡真 中1 白坂　優気 中1
50m あめんぼう 横川ＳＣ 阿久根ＳＣ 名瀬水泳 姶良水泳 阿久根ＳＣ
タイム決勝 31.24 32.08 32.23 32.27 33.46 34.54

バタフライ 徳重　篤弥 中2 小野池達哉中3
100m あめんぼう 横川ＳＣ
タイム決勝 01:07.9 01:16.1

個人メドレー 森　　駿太 中2 野田晃太郎中1 井ノ上橙和 中1 小野池達哉中3
200m 伊仙水泳 奄美小 横川ＳＣ 横川ＳＣ
タイム決勝 02:34.4 02:41.3 02:43.3 02:43.6

   1位 2位

リレー 横川ＳＣ 中 阿久根ＳＣ 中
200m 上野　大翔 中1 白坂　大輝 中3
タイム決勝 井ノ上橙和 中1 濵元　泰斗 中1

小野池達哉中3 白坂　優気 中1
伊藤　春貴 中3 中馬　碧海 中1

01:59.2 02:01.2

1位 2位 高校女子    1位

メドレーリレー 横川ＳＣ 中 阿久根ＳＣ 中 大山　　結 高1
200m 井ノ上橙和 中1 白坂　優気 中1 香月水泳
タイム決勝 山本　大輝 中2 濵元　泰斗 中1 42.93

小野池達哉中3 中馬　碧海 中1

伊藤　春貴 中3 白坂　大輝 中3 大山　　結 高1

02:13.8 02:13.9 香月水泳

01:32.1タイム決勝

平泳ぎ 
50m 

タイム決勝

平泳ぎ 

100m 


