
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 原科佐久斗  小6 金子　侑生  小6 木山　　力  小6 中村　　陸  小6 舩越　　健  小6 竹野　伊織  小5 粂　　海翔  小6 西田　　暁  小6
50ｍ ＪＳＳ一宮      レオリブレ      GENEXイマリ     パル紀の川      岡崎竜城SC南    新田塚ふくい    平針ＳＳ        稲沢ＳＳ        
A決勝 27.13 27.21 27.31 27.38 27.45 27.85 28.06 28.37
自由形 石山　翔太  小6 原科佐久斗  小6 中村　　陸  小6 舩越　　健  小6 鈴木　那周  小6 岩瀬　智也  小6 髙村　陸斗  小6 木山　　力  小6
100ｍ ＭＹＳ花畑      ＪＳＳ一宮      パル紀の川      岡崎竜城SC南    ＳＡＬＡ        ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺     ナントＳＣ      GENEXイマリ     
A決勝 58.91 59.63 59.66 59.97 59.99 1:00.23 1:00.76 1:01.00
自由形 増田　　暁  小6 石山　翔太  小6 渡邉　翔太  小6 ｺﾛﾝﾎﾞ麗生  小6 鈴木　那周  小6 田中　勇人  小6 岩瀬　智也  小6 坂手　颯瞬  小6
200ｍ 長野DS中央      ＭＹＳ花畑      東京ＳＣ        東京ＳＣ        ＳＡＬＡ        東川口SC        ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺     ＫＳＳ横須賀    
A決勝 2:08.68 2:08.89 2:10.02 2:10.34 2:10.96 2:14.44 2:14.66 2:15.09
背泳ぎ 粂　　海翔  小6 岡崎　煌輝  小6 荒金　亮汰  小6 髙本　　亮  小6 大竹　　心  小6 石垣　柊門  小5 吉田　将義  小6 西山　理都  小6
50m 平針ＳＳ         T・HIRO’S    ＭＧニッシン    東京ＳＣ        パル西尾        ﾋﾞｰﾄみえ川越    姫路スポーツ    ＫＴＰつるが    

A決勝 30.74 30.77 31.14 32.01 32.02 32.06 32.47 32.95
背泳ぎ 荒金　亮汰  小6 岡崎　煌輝  小6 粂　　海翔  小6 竹野　伊織  小5 髙本　　亮  小6 西山　理都  小6 岩田　新市  小6 渡邉　翔太  小6
100m ＭＧニッシン     T・HIRO’S    平針ＳＳ        新田塚ふくい    東京ＳＣ        ＫＴＰつるが    イトマン中村    東京ＳＣ        
A決勝 1:05.53 1:05.94 1:06.78 1:06.93 1:09.09 1:09.75 1:10.44 1:11.21
平泳ぎ 金子　侑生  小6 光江　圭司  小6 野中　龍生  小6 鈴木慎二郎  小6 二宮　奏介  小6 宮崎　緒里  小6 中山　　心  小6 岩田　新市  小6
50m レオリブレ      アピア富山      ようどう館大    深谷ＳＣ浜松    パル知立        浜名湖ＳＳ      武雄ＳＣ        イトマン中村    

A決勝 32.21　大会新 32.30　大会新 33.78 33.99 34.02 34.77 35.22 35.50
平泳ぎ 金子　侑生  小6 光江　圭司  小6 野中　龍生  小6 二宮　奏介  小6 中山　　心  小6 平山　　悠  小5 鈴木慎二郎  小6 山本　志星  小6
100m レオリブレ      アピア富山      ようどう館大    パル知立        武雄ＳＣ        東京ＳＣ        深谷ＳＣ浜松    Ｂ＆Ｇみやき    
A決勝 1:10.46 1:11.52 1:11.94 1:13.94 1:15.23 1:15.29 1:16.31 1:16.41

バタフライ 河井　一桜  小6 久家虎太郎  小6 石原　悠大  小6 原科佐久斗  小6 舩越　　健  小6 増田　　暁  小6 平山　　悠  小5 山本　颯太  小6
50m 東京ＳＣ        Ｂ＆Ｇみやき    ＪＳＳ守山      ＪＳＳ一宮      岡崎竜城SC南    長野DS中央      東京ＳＣ        ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田     

A決勝 28.87 28.98 29.12 29.15 29.41 29.58
バタフライ 竹野　伊織  小5 久家虎太郎  小6 増田　　暁  小6 杉浦　　亘  小6 石原　悠大  小6 山本　颯太  小6 河井　一桜  小6 広田　優汰  小6

100m 新田塚ふくい    Ｂ＆Ｇみやき    長野DS中央      Ｂ＆Ｇ宍道      ＪＳＳ守山      ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田     東京ＳＣ        チャンピオン    
A決勝 1:03.26 1:04.12 1:04.69 1:04.78 1:05.21 1:05.34 1:05.85 1:06.63

個人メドレ 平山　　悠  小5 石山　翔太  小6 川井　幸大  小6 宮崎　緒里  小6 渡邉　翔太  小6 横井　想大  小6 西山　理都  小6 松村　奏汰  小6
200m 東京ＳＣ        ＭＹＳ花畑      ＢＩＧアミ      浜名湖ＳＳ      東京ＳＣ        東京ＳＣ        ＫＴＰつるが    磐田カルチャ    
A決勝 2:20.36 2:21.59 2:23.72 2:25.44 2:25.51 2:28.24 2:29.25 2:29.70
Fリレー 東京ＳＣ  小 稲沢ＳＳ  小 ＭＹＳ花畑  小 ＢＩＧアミ  小 岡崎竜城SC南  小 ロンド成増  小 マリン西新井  小 塚口ＳＳ  小
4×50ｍ 平山　　悠  小5 宇佐美惺哉  小6 石山　翔太  小6 前原　一斗  小6 舩越　　健  小6 若尾　壮真  小6 大塚　滉太  小6 櫻井　　佑  小5
A決勝 ｺﾛﾝﾎﾞ麗生  小6 西田　　暁  小6 金井　洋頼  小5 野原　勇我  小5 杉山　昊徽  小6 渡辺　迅音  小5 石鍋侑之介  小6 志井　瑠座  小5

小林　龍世  小6 橋村　潤汰  小6 菊池　香良  小6 奥村　光陽  小6 木村　珀斗  小6 藤井　碧葉  小6 石田　久士  小5 西河　輝恭  小6

河井　一桜  小6 小澤悠大朗  小6 塚本　倖成  小6 川井　幸大  小6 荻野　暖万  小6 庭木　亮星  小6 羽田　安吾  小4 木本　怜良  小6

1:52.80  Fin. 1:52.99  Fin. 1:55.71  Fin. 1:57.16  Fin. 1:57.58  Fin. 1:59.54  Fin. 2:00.32  Fin. 2:00.94  Fin.
Mリレー 東京ＳＣ  小 稲沢ＳＳ  小 ＢＩＧアミ  小 ＭＹＳ花畑  小 岡崎竜城SC南  小 マリン西新井  小 ロンド成増  小 グリーン佐鳴  小
4×50ｍ 髙本　　亮  小6 橋村　潤汰  小6 野原　勇我  小5 石山　翔太  小6 舩越　　健  小6 飯島充喜成  小6 庭木　亮星  小6 鈴木　瑛太  小6
A決勝 平山　　悠  小5 宇佐美惺哉  小6 川井　幸大  小6 菊池　香良  小6 杉山　昊徽  小6 大塚　滉太  小6 斎藤　竜希  小6 桐生　光章  小6

河井　一桜  小6 小澤悠大朗  小6 奥村　光陽  小6 塚本　倖成  小6 木村　珀斗  小6 石鍋侑之介  小6 渡辺　迅音  小5 石濵　　奏  小6

ｺﾛﾝﾎﾞ麗生  小6 西田　　暁  小6 前原　一斗  小6 金井　洋頼  小5 荻野　暖万  小6 田中佑由翔  小5 若尾　壮真  小6 原田　陸弥  小6

2:04.19  Fin. 2:08.69  Fin. 2:09.17  Fin. 2:09.87  Fin. 2:10.08  Fin. 2:10.20  Fin. 2:10.61  Fin. 2:12.63  Fin.
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29.45（同6位）



9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位

自由形 荒金　亮汰  小6 岩瀬　智也  小6 結城　　蓮  小6 石垣　柊門  小5 前原　一斗  小6 海野　陽生  小5 渡邉　悠叶  小6 石原　悠大  小6
50ｍ ＭＧニッシン    ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺     ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ       ﾋﾞｰﾄみえ川越    ＢＩＧアミ      レオリブレ      ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺     ＪＳＳ守山      
B決勝 27.99 28.15 28.24 28.52 28.56 28.76 28.84 29.02

自由形 ｺﾛﾝﾎﾞ麗生  小6 西田　　暁  小6 森　　亮仁  小6 坂手　颯瞬  小6 大塚　滉太  小6 石垣　柊門  小5 田中　勇人  小6 小林　龍世  小6

100ｍ 東京ＳＣ        稲沢ＳＳ        姫路スポーツ    ＫＳＳ横須賀    マリン西新井    ﾋﾞｰﾄみえ川越    東川口SC        東京ＳＣ        

B決勝 1:01.67 1:01.92 1:02.12 1:02.20 1:02.54 1:02.60 1:02.69 1:03.58

自由形 西田　　暁  小6 宝来　隆生  小6 横井　想大  小6 浅野　梨仁  小6 大石　朝陽  小6 松村　奏汰  小6 久家虎太郎  小6 小林　龍世  小6

200ｍ 稲沢ＳＳ        グリーン高台    東京ＳＣ        ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西     エスポ          磐田カルチャ    Ｂ＆Ｇみやき    東京ＳＣ        

B決勝 2:14.99 2:15.78 2:16.68 2:17.18 2:17.33 2:18.26 2:18.43 2:18.64

背泳ぎ 辻口　哲平  小5 木本　怜良  小6 岡村　相佑  小6 近藤　海斗  小6 後藤　　樹  小6 村木　宏瞭  小6 鈴木　瑛太  小6 宮崎　緒里  小6

50m ＳＡ魚津        塚口ＳＳ        Nb              ＪＳＳ一宮      コパン東浦      ビート守山      グリーン佐鳴    浜名湖ＳＳ      

B決勝 32.53 32.84 33.02 33.15 33.57 33.63 34.07 34.15

背泳ぎ 辻口　哲平  小5 大竹　　心  小6 木本　怜良  小6 吉田　将義  小6 鈴木　瑛太  小6 大瀧　楓馬  小6 村木　宏瞭  小6 中川歓多朗  小6

100m ＳＡ魚津        パル西尾        塚口ＳＳ        姫路スポーツ    グリーン佐鳴    アケアクラブ    ビート守山      ﾋｭｰﾏﾝにいざ     

B決勝 1:09.66 1:10.82 1:10.99 1:11.30 1:11.62 1:12.23 1:12.76 1:14.70

平泳ぎ 奥村　俊明  小6 大塚　滉太  小6 林　　龍希  小6 髙本　　亮  小6 斎藤　竜希  小6 川井　幸大  小6 宇佐美惺哉  小6 小澤悠大朗  小6

50m ウィル大口      マリン西新井    ＭＧ海南        東京ＳＣ        ロンド成増      ＢＩＧアミ      稲沢ＳＳ        稲沢ＳＳ        

B決勝 35.76 35.94 35.97 36.50 36.89 36.95 37.05 37.39

平泳ぎ 小澤悠大朗  小6 林　　龍希  小6 奥村　俊明  小6 大江　啓翔  小6 杉山　昊徽  小6 斎藤　竜希  小6 河村　翔琉  小6 河村　拓磨  小6

100m 稲沢ＳＳ        ＭＧ海南        ウィル大口      アピア富山      岡崎竜城SC南    ロンド成増      ビート守山      ビート守山      

B決勝 1:18.77 1:18.94 1:19.29 1:19.72 1:20.33 1:21.37 1:21.66 1:22.42

バタフライ 鈴木慎二郎  小6 浅野　凰真  小6 杉浦　　亘  小6 川井　幸大  小6 小路　明寿  小6 広田　優汰  小6 海野　陽生  小5 結城　　蓮  小6

50m 深谷ＳＣ浜松    ＫＬ春日井      Ｂ＆Ｇ宍道      ＢＩＧアミ      ﾋｭｰﾏﾝにいざ     チャンピオン    レオリブレ      ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ       

B決勝 29.88 29.96 29.97 30.18 30.37 30.44 30.45 30.48

バタフライ 青木　拳蔵  小6 岡田　康汰  小6 田島ノエル光陽  小5 高橋　穂積  小6 小路　明寿  小6 赤塚　伊吹  小6 野原　勇我  小5 西河　輝恭  小6

100m マリン舎人      ﾋｭｰﾏﾝにいざ     イトマン中村    西尾ＤＳＣ      ﾋｭｰﾏﾝにいざ     ニスポ仙台南    ＢＩＧアミ      塚口ＳＳ        

B決勝 1:07.40 1:07.77 1:07.98 1:08.19 1:08.45 1:08.85 1:08.92 1:09.41

個人メドレ 木山　　力  小6 髙村　陸斗  小6 宇佐美惺哉  小6 赤沼　昊空  小6 菊池　香良  小6 水谷　颯志  小6 奥村　俊明  小6 塚本　倖成  小6

200m GENEXイマリ     ナントＳＣ      稲沢ＳＳ        長野DS中央      ＭＹＳ花畑      津田桑名        ウィル大口      ＭＹＳ花畑      

B決勝 2:27.97 2:31.28 2:31.72 2:35.42 2:36.30 2:37.21 2:37.42 2:38.80
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