
区　分 氏 名 学 年 タイム 所 属 樹立回 氏 名 学 年 タイム 所 属 樹立回

小1以下 三和　智義 小1 18.61 ピクシー 第4回 松倉　彩花 小1 18.57 ピクシー 第2回

小2 清　悠斗 小2 19.68 ＵＩ 第5回 荒畑　宴 小2 20.37 U I 第5回

小3 清　悠斗 小3 18.85 U I 第6回 荒畑　宴 小3 17.55 U I 第6回

小4・5 八束　泰貴 小5 16.54 U I 第6回

小1 渡邊　太一 小1 55.35 多賀城 第6回

小2 桶作　英煌 小2 36.01 ピクシー 第2回 渡邉　沙妃 小2 36.32 多賀城 第2回

小3 前田　篤 小3 33.78 蟹江 第2回 渡邉　沙妃 小3 32.31 多賀城 第3回

小4・5 前田　篤 小5 30.44 蟹江 第4回 大澤　憩 小5 29.00 蟹江 第1回

小6・中1 平間　泰地 中1 27.03 U I 第4回 末吉　愛美 小6 29.08 蟹江 第4回

中2以上 関山　翔太 高3 24.34 蟹江 第3回 木村　優香 中3 26.86 多賀城 第2回

小6・中1 黒田　栄斗 中1 59.66 蟹江 第6回 後藤　梨子 小6 1:01.20 蟹江 第5回

中2以上 山田　悠太 高2 51.82 蟹江 第5回 木村　優香 中3 58.05 多賀城 第2回

200ｍ自由形 中2以上 関山　翔太 高3 1:56.75 蟹江 第3回 木村　優香 中2 2:06.31 多賀城 第1回

400ｍ自由形 中2以上 山田　悠太 高1 4:09.96 蟹江 第4回 山中　小波 中2 4:32.63 蟹江 第5回

小1以下 中川　豪 小1 23.95 ピクシー 第3回 松倉　彩花 小1 22.16 ピクシー 第2回

小2 吉川　弦佑 小2 23.75 蟹江 第4回 星山　真里奈 小2 34.14 多賀城 第6回

小3 岡田　龍ノ助 小3 25.65 蟹江 第4回 野口　璃湖 小3 23.38 U I 第4回

小4・5 佐藤　友哉 小5 27.02 蟹江 第6回 浅野　里帆 小5 23.58 多賀城 第6回

小2 稲田　陽太 小2 43.57 多賀城 第6回 敦賀　彩名 小2 47.07 蟹江 第2回

小3 遠藤　生龍 小3 40.67 多賀城 第2回 敦賀　彩名 小3 42.88 蟹江 第3回

小4・5 森本　新大 小5 34.00 蟹江 第5回 大澤　憩 小5 32.59 蟹江 第1回

小6・中1 森本　新大 小6 31.39 蟹江 第6回 堀田　杏奈 小6 32.68 多賀城 第6回

中2以上 稲葉　龍騎 高3 26.20 蟹江 第6回 大澤　憩 高1 31.49 蟹江 第6回

小6・中1 森本　新大 小6 1:08.64 蟹江 第6回 大澤　憩 中1 1:06.09 蟹江 第3回

中2以上 稲葉　龍騎 高2 57.66 蟹江 第5回 岸井　海月 高2 1:06.56 多賀城 第2回

200ｍ背泳ぎ 中2以上 稲葉　龍騎 高2 2:05.91 蟹江 第5回 大澤　憩 中3 2:23.53 蟹江 第5回

小1以下 渡辺　瑛 小1 26.94 多賀城 第3回 伊藤　遥香 小1 32.48 多賀城 第3回

小2 松崎　太誠 小2 32.21 U I 第4回 片岡　愛絢 小2 25.29 蟹江 第5回

小3 清田　蓮櫂 小3 29.81 ピクシー 第6回 黒澤　玲菜 小3 30.19 多賀城 第5回

小4・5 柳沢　寛菜 小5 20.74 UI 第6回

小2 佐藤　玄都 小2 42.72 蟹江 第2回 植松　美帆 小2 53.49 蟹江 第2回

小3 佐藤　悠哉 小3 46.08 ＵＩ 第3回 石山　睦 小3 46.05 ピクシー 第2回

小4・5 佐藤　玄都 小5 35.13 蟹江 第5回 齋藤　佳音莉 小5 39.31 多賀城 第5回

小6・中1 平間　泰地 中1 33.69 U I 第4回 齋藤　佳音莉 小6 36.74 多賀城 第6回

中2以上 伊藤　蓮 中2 35.10 蟹江 第6回 菅野　友里 中2 40.34 多賀城 第6回

小6・中1 山下　真翔 中1 1:10.89 多賀城 第5回 齋藤　佳音莉 小6 1:21.51 蟹江 第5回

中2以上 木村　直人 高2 1:06.31 ＵＩ 第4回 堀田　梨々花 高2 1:18.89 多賀城 第1回

200ｍ平泳ぎ 中2以上 木村　直人 高2 2:25.68 ＵＩ 第4回 阿部　夏 高1 2:52.37 多賀城 第2回

小1以下 蒲牟田　稀立 小1 19.73 ピクシー 第5回 岡本　実緒 小1 19.82 ピクシー 第2回

小2 清　悠斗 小2 22.38 ＵＩ 第5回 片岡　愛絢 小2 20.44 蟹江 第5回

小3 佐々木　敦也 小3 19.61 ＵＩ 第5回 荒畑　宴 小3 19.98 U I 第6回

小4・5 八束　泰貴 小5 18.55 ＵＩ 第6回 白根　璃子 小4 19.59 U I 第6回

小2 三和　智義 小2 40.15 ピクシー 第5回 岡本　実緒 小2 40.89 ピクシー 第3回

小3 牧野　礼滋 小3 35.91 蟹江 第5回 中野　莉緒 小3 39.64 蟹江 第2回

小4・5 黒田　栄斗 小5 31.90 蟹江 第4回 渡邉　沙妃 小5 32.20 多賀城 第5回

小6・中1 石垣　友裕 中1 30.67 多賀城 第5回 後藤　梨子 中1 30.08 蟹江 第6回

中2以上 山田　悠太 高3 25.30 蟹江 第6回 千葉　あい子 中3 32.91 多賀城 第6回

小6・中1 黒田　栄斗 中1 1:02.97 蟹江 第3回 木全　蒼衣 中1 1:06.48 蟹江 第5回

中2以上 山田　悠太 高2 54.94 蟹江 第5回 加藤　由佳 高3 1:02.37 多賀城 第1回

200ｍバタフライ 中2以上 山田　悠太 高3 2:01.45 蟹江 第6回 櫻木　萌々香 高1 2:19.22 蟹江 第6回

小1 三和　智義 小1 1:44.15 ピクシー 第4回 吉田　実優 小1 1:38.61 蟹江 第5回

小2 佐藤　玄都 小2 1:24.34 蟹江 第2回 渡邉　沙妃 小2 1:31.78 多賀城 第2回

小3 佐藤　玄都 小3 1:16.37 蟹江 第3回 渡邉　沙妃 小3 1:17.35 多賀城 第3回

小4・5 三輪　侑真 小5 1:12.92 蟹江 第4回 渡邉　沙妃 小4 1:16.55 多賀城 第4回

小6・中1 山下　真翔 中1 1:06.10 多賀城 第5回 後藤　梨子 小6 1:08.45 蟹江 第5回

小2 稲田　陽太 小2 3:11.54 多賀城 第6回 吉田　実優 小2 3:19.26 蟹江 第6回

小3 佐藤　玄都 小3 2:44.86 蟹江 第3回 笠谷　唯月 小3 3:01.50 U I 第6回

小4・5 佐藤　玄都 小5 2:27.82 蟹江 第5回 渡邉　沙妃 小5 2:36.57 多賀城 第5回

小6・中1 後藤　太獅 中1 2:18.52 多賀城 第4回 後藤　梨子 中1 2:25.62 蟹江 第6回

中2以上 稲葉　龍騎 高3 2:06.17 蟹江 第6回 加藤　由佳 高3 2:19.35 多賀城 第1回

小6・中1 後藤　太獅 中1 4:46.63 多賀城 第4回 山中　小波 中1 5:12.94 蟹江 第4回

中2以上 黒田　蒼栄 高2 4:36.34 蟹江 第5回 山中　小波 中3 4:59.94 蟹江 第6回
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