
種目 区分 氏名 所属 記録 新記録

1 50ｍ平泳ぎ 小学生4年生以下 中山　碧乃 津田四日市 41秒00 大会新

小学生5年生以上 中山　琴瀬 津田四日市 39秒42

中学生 緒方　裕子 山手中学校 40秒78

高校生 桐生　智奈子 四日市ＳＣ 42秒25

30歳未満 佐伯　穂乃香 十泳会 45秒10

30歳以上

40歳以上

50歳以上

60歳以上

70歳以上

小学生4年生以下 末谷　壮太 四日市ＳＣ 44秒91

小学生5年生以上 田中　颯大 四日市ＳＣ 41秒75

中学生 櫻本　和也 津田四日市 34秒99

高校生 山川　達矢 四日市ＳＣ 32秒31

30歳未満 佐々木　聡 オリンピア 33秒40

30歳以上 木村　行佑 十泳会 34秒25

40歳以上 山本　訓宏 十泳会 38秒64

50歳以上 吉岡　正人 東京海上日動火災 38秒28

60歳以上 伊藤　智明 十泳会 44秒74

70歳以上 西村　賢司 個人 50秒24

2 100ｍ自由形 小学生5年生以上 加藤　美優 ＳＣみえ 1分05秒52

中学生 中尾　唯 津田四日市 1分03秒14

高校生 巳波　来実 津田四日市 1分06秒75

小学生5年生以上 早川　祐偉人 津田四日市 1分06秒02

中学生 山本恵太 津田四日市 58秒41

高校生 伊藤　裕馬 津田四日市 55秒64

3 100ｍ背泳ぎ 小学生5年生以上 岩本　実姫 津田四日市 1分26秒46

中学生 小澤　知紘 山手中学校 1分18秒64

高校生 小澤　茉紘 オリンピア 1分21秒77

小学生5年生以上 宮田　仁誠 あすなろＳＳ四日市 1分26秒70

中学生 堀田　晃央 四日市ＳＣ 1分07秒00

高校生 山本　真司 トップＳＣ 1分08秒48

4 50ｍバタフライ 小学生4年生以下 石田　葵 四日市ＳＣ 38秒71

小学生5年生以上 加藤　美優 ＳＣみえ 33秒07

中学生 山木　華恋 津田四日市 30秒36

高校生 桐生　智奈子 四日市ＳＣ 31秒21

30歳未満

30歳以上

40歳以上

50歳以上

60歳以上

70歳以上
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小学生4年生以下 福井　瑛士 あすなろＳＳ四日市 36秒38 大会新

小学生5年生以上 石田　鈴也 四日市ＳＣ 35秒04

中学生 近藤　朔実 四日市ＳＣ 28秒94

高校生 高野　隆成 津田四日市 26秒52 大会新

30歳未満

30歳以上 木村　行佑 十泳会 32秒06

40歳以上 赤﨑　俊一 オリンピア 30秒33

50歳以上

60歳以上

70歳以上 山﨑　博 オリンピア 1分26秒28

5 200ｍ自由形 中学生 中尾　唯 津田四日市 2分19秒08

高校生

中学生 山本　恵太 津田四日市 2分04秒37

高校生 高野　隆成 津田四日市 2分04秒41

6 200ｍ個人メドレー 小学生5年生以上 小坂　涼乃 四日市ＳＣ 3分02秒77

中学生 山木　華恋 津田四日市 2分31秒67

高校生

小学生5年生以上 早川　祐偉人 津田四日市 2分40秒15

中学生 神鳥　傑 四日市ＳＣ 2分23秒20

高校生 松岡　波輝 アクトス　四日市北 2分41秒16

7 50ｍ自由形 小学生4年生以下 中山　碧乃 津田四日市 32秒99 大会新

小学生5年生以上 加藤　美優 ＳＣみえ 29秒56 大会新

中学生 中尾　唯 津田四日市 29秒10

高校生 門脇　未来 ＳＣみえ 28秒63

30歳未満 森　冬祐乃 アクトス　四日市北 31秒93

30歳以上

40歳以上

50歳以上

60歳以上

70歳以上

小学生4年生以下 福井　瑛士 あすなろＳＳ四日市 32秒60

小学生5年生以上 石田　鈴也 四日市ＳＣ 31秒24

中学生 森　祐希 アクトス　四日市北 26秒34

高校生 伊藤　裕馬 津田四日市 25秒14 大会新

30歳未満 寺田　健人 ＳＣみえ 27秒17

30歳以上 中村　広和 四日市ＳＣ 28秒06

40歳以上 赤﨑　俊一 オリンピア 27秒37

50歳以上 脇　寛 十泳会 31秒80

60歳以上 小垣内　学 十泳会 39秒94

70歳以上 鳥巣　純男 個人 44秒04

8 100ｍ平泳ぎ 小学生5年生以上 中山　琴瀬 津田四日市 1分27秒35

中学生 緒方　裕子 山手中学校 1分28秒79

高校生

小学生5年生以上 石津　謙 アクトス　四日市北 1分35秒23

中学生 櫻本　和也 津田四日市 1分16秒76

高校生 山川　達矢 四日市ＳＣ 1分10秒59
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9 100ｍバタフライ 小学生5年生以上

中学生 舘　　萌衣 山手中学校 1分20秒85

高校生 野呂　苑衣子 津田四日市 1分15秒29

男子 小学生5年生以上 早川　祐偉人 津田四日市 1分12秒41

中学生 山本　恵太 津田四日市 1分01秒41 大会新

高校生 高野　隆成 津田四日市 59秒15 大会新

10 50ｍ背泳ぎ 小学生4年生以下 中山　碧乃 津田四日市 38秒98 大会新

小学生5年生以上 中山　琴瀬 津田四日市 37秒64

中学生 山木　華恋 津田四日市 32秒84 大会新

高校生 桐生　智奈子 四日市ＳＣ 34秒83

30歳未満 佐伯　穂乃香 十泳会 40秒10

30歳以上

40歳以上

50歳以上

60歳以上

70歳以上

小学生4年生以下 福井　瑛士 あすなろＳＳ四日市 41秒24

小学生5年生以上 石田　鈴也 四日市ＳＣ 38秒64

中学生 堀田　晃央 四日市ＳＣ 30秒90

高校生 松岡　波輝 アクトス　四日市北 30秒87

30歳未満 宇佐美　嘉彬 東京海上日動火災 40秒81

30歳以上 若林　威夫 東京海上日動火災 39秒93

40歳以上 桐生　欣吾 十泳会 40秒57

50歳以上

60歳以上

70歳以上
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種目 区分 チーム名 第１泳者 第２泳者 第３泳者 第４泳者 記録 新記録

200ｍメドレーリレー 小学生 四日市ＳＣ 西本　愛彩 大江　乃蒼 石田　葵 小坂　涼乃 2分41秒40

中学生 四日市ＳＣ 小亀　明華 加藤　夏鈴 河内　ヒカル 伊藤　春菜 2分20秒62

高校生 四日市高校 川森　陽菜 岡　咲穂 水野　夏帆 秋葉　実沙 2分59秒81

一般

小学生 四日市ＳＣ 石田　鈴也 藤原　悠生 大江　七聖 市川　晴己 2分32秒64

中学生 四日市ＳＣ 堀田　晃央 神鳥　傑 臼井　春翔 近藤　朔実 2分01秒84

高校生

一般 ＳＣみえ 山中　翼 加納　直 寺田　健人 春日谷　俊樹 2分10秒40

200ｍフリーリレー 小学生 津田四日市　Ｂ 川村　嶺奈 中山　碧乃 前川　優愛 岩本　昊姫 2分15秒00

中学生 四日市ＳＣ 伊藤　春菜 河内　ヒカル 加藤　夏鈴 小亀　明華 2分03秒28

高校生

一般

小学生 四日市ＳＣ 石田　鈴也 藤原　悠生 大江　七聖 市川　晴己 2分11秒95

中学生 四日市ＳＣ 近藤　朔実 臼井　春翔 神鳥　傑 堀田　晃央 1分48秒31

高校生

一般 ＳＣみえ 寺田　健人 加納　直 山中　翼 林　寛也 1分53秒30

ＳＣみえ 寺田　健人 門脇　未来 加納　直 野々部　琴音 1分53秒13200ｍ男女混合リレー
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