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    会場  会場  会場  会場  （（（（学学学学））））立教新座中学高校  立教新座中学高校  立教新座中学高校  立教新座中学高校      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

自由形 神谷　茉那 中2 谷野　心音 中1 荒木　心美 中1 兼岡　楓菜 中1 大久保　咲 中2 大塚　美怜 中1 小川　真歩 中2 石山　小蒔 中3 内堀　瑠璃 中1 澤村　美憂 中1

50m 三郷早稲田 さいたま植竹 越谷北陽 さい南浦和 伊奈学園 草加瀬崎 戸田東 さいたま田島 草加瀬崎 幸手

タイム決勝 27.27 27.56 27.70 27.93 27.97 27.99 28.02 28.13 28.17 28.19

自由形 神谷　茉那 中2 荒木　心美 中1 菅谷　真滉 中2 内堀　瑠璃 中1 兼岡　楓菜 中1 堺澤　舞香 中2 関　　優奈 中3 山崎　新奈 中1 新楽　涼花 中1 小川　真歩 中2

100m 三郷早稲田 越谷北陽 川口神根 草加瀬崎 さい南浦和 白岡篠津 さいたま春野 戸田新曽 春日部 戸田東

タイム決勝 59.02 59.56 59.66 59.66 59.95 1:00.23 1:01.15 1:01.17 1:01.46 1:01.63

(大会新) (同3位)

背泳ぎ 吉田　はな 中1 水野　柚希 中1 石﨑　珠羽 中2 佐々木　紬 中3 髙﨑　優奈 中1 澁澤　亜弥 中2 中島　明香 中1 公地　陽海 中3 佐藤　　茜 中3 植村　都琴 中3

50m 越谷東 白岡篠津 毛呂山 戸田新曽 所沢安松 さいたま宮原 坂戸若宮 坂戸若宮 伊奈小針 戸田

タイム決勝 30.64 30.72 30.99 31.47 31.60 31.83 32.11 32.19 32.50 32.58

背泳ぎ 柴田　菜摘 中2 水野　柚希 中1 石﨑　珠羽 中2 井上　結葉 中3 髙﨑　優奈 中1 吉田　はな 中1 中目　夏葉 中2 公地　陽海 中3 小松﨑みな 中1 伊勢　遥奈 中2

100m さいたま田島 白岡篠津 毛呂山 三郷早稲田 所沢安松 越谷東 さいたま土合 坂戸若宮 川口十二月田 埼玉栄

タイム決勝 1:03.13 1:05.14 1:05.19 1:05.32 1:07.81 1:07.89 1:08.34 1:08.63 1:08.83 1:09.53

(大会新)

平泳ぎ 島村さくら 中2 福田　優美 中2 中西　咲希 中1 櫻井　双葉 中1 山本　優菜 中3 公地　七海 中3 山﨑みのり 中2 吉田かれん 中1 若井亜由梨 中3 青木　結愛 中1

50m さいたま大原 さい与野南 白岡 草加瀬崎 朝霞第一 坂戸若宮 三郷瑞穂 川口芝東 川口安行東 戸田新曽

タイム決勝 35.12 35.14 35.59 36.01 36.02 36.05 36.20 36.35 36.51 36.57

平泳ぎ 福田　優美 中2 中西　咲希 中1 島村さくら 中2 庭木　花蓮 中1 中野　結香 中1 吉田かれん 中1 笠原　舞桜 中1 青木　結愛 中1 渡部　春奈 中2 萩原　侑香 中1

100m さい与野南 白岡 さいたま大原 和光第三 さいたま木崎 川口芝東 越谷栄進 戸田新曽 春日部大沼 坂戸若宮

タイム決勝 1:15.45 1:16.55 1:17.72 1:17.99 1:18.21 1:18.37 1:18.73 1:18.83 1:19.05 1:19.53

バタフライ 関根　倖彩 中1 佐久間惟由 中2 米田　千歩 中3 原　　和奏 中2 澤村　美憂 中1 星野　利咲 中1 高野　真帆 中3 坪　　桃子 中3 公地　　李 中1 大野　由藍 中2

50m 春日部大沼 和光第二 所沢安松 春日部共栄 幸手 さいたま土合 春日部 三郷早稲田 坂戸若宮 さい大谷口

タイム決勝 28.42 29.99 30.10 30.21 30.52 30.88 30.94 31.07 31.21 31.29

バタフライ 柴田　菜摘 中2 植田　彩巴 中2 佐久間惟由 中2 大友　花恵 中1 菅谷　真滉 中2 原　　和奏 中2 佐藤さくら 中2 石井　菜穂 中2 星野　利咲 中1 坪　　桃子 中3

100m さいたま田島 川口安行 和光第二 幸手 川口神根 春日部共栄 桶川東 伊奈学園 さいたま土合 三郷早稲田

タイム決勝 1:02.48 1:03.65 1:04.57 1:04.59 1:04.67 1:04.71 1:05.46 1:06.85 1:06.87 1:07.29

(大会新) (大会新) (大会新) (大会新) (大会新) (大会新) (大会新)

個人メドレー 谷野　心音 中1 佐藤さくら 中2 渡部　春奈 中2 笹﨑　実希 中1 小黒　蒼依 中2 澁澤　亜弥 中2 堺澤　舞香 中2 齋藤　叶枝 中2 依田　莉音 中1 石井　菜穂 中2

100m さいたま植竹 桶川東 春日部大沼 草加瀬崎 伊奈 さいたま宮原 白岡篠津 富士見台 春日部共栄 伊奈学園

タイム決勝 1:08.41 1:08.49 1:09.46 1:09.96 1:10.39 1:10.52 1:11.14 1:11.18 1:12.28 1:12.36
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