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6(11) 250m×4ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾘﾚｰ　クラス順位

ジュニア
8

湘南工大附☆水泳部A

内村 甲 村上 鉄平 八橋 健太 塚田 大河

00:8:46.00

 　08分46秒00総1

10

湘南工大附☆水泳部B

常盤 竜矢 秋山 将輝 木村 魁 星 茜

00:9:27.00

 　09分27秒00総2

27

湘南工大附☆水泳部D

諏訪部侑吾 山下　　海 長谷　美怜 大竹　美優

00:10:00.00

 　10分00秒00総3

7

湘南工大附☆水泳部C

小澤 あみ 山城 日向子 津久井 雪子 石坂 麻美

00:10:18.00

 　10分18秒001

25

レオスイミング岡崎校B

山本 歩 佐々木 健人 長峰 理子 町田 実優

00:10:33.00

 　10分33秒002

24

レオスイミング岡崎校A

大貫 歩都 長峰 拓人 杉崎 玲央 鈴木 達也

00:10:35.00

 　10分35秒003

9

ウォーターメイツA

菅原 絵美子 渡辺 菜々子 福安 亜美 宮内 貴子

00:10:54.00

 　10分54秒004

26

レオスイミング岡崎校C

加藤 優 児玉 千依 近 茉莉香 龍野 さくら

00:11:13.00

 　11分13秒005

6

大野北A ブルーハワイ

正能 愛里 杉村 海渡 山口 甲斐 五十嵐 美緒

00:11:58.00

 　11分58秒006

2

大野北E ココア

石井 悠也 三好 榛夏 中嶋 大樹 牧野 恭敬棄 権_

3

大野北F ソーダ

天野 和真 矢崎 理子 佐野 海斗 橋本 龍汰棄 権_

4

大野北C コーヒー

福田 風帆 富田 芽以 若林 なつみ 五月女 裕太棄 権_

1

大野北B ファンタ

高橋 侃 岡田 ななせ 早渕 瑞稀 二宮 理桜棄 権_

5

大野北D コーラ

金子 直暉 安藤 楓 佐々木 優斗 廣田 亮太棄 権_



6(11) 250m×4ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾘﾚｰ　クラス順位

一般
13

さんぴんｸﾗﾌﾞ

長門 祐太 霧生 翔 中神 泰洋 鈴木 友喜

00:10:18.00

 　10分18秒001

12

ぐりｰんすいまｰ

黒川 絢音 廣重 健太郎 藤生 寛平 鎌田 滋

00:10:22.00

 　10分22秒002

16

今年も間に合わなかった夏ﾎﾞﾃﾞｨｰﾁｰﾑ

杉山 貴規 松島 知宏 松原 慶喜 宮本 将弘

00:10:27.00

 　10分27秒003

19

STﾖｺﾊﾏ

佐野 圭司 吉永 舞 中村 綾 高橋 祥宏

00:11:22.00

 　11分22秒004

20

DAIWA☆OWS Bﾁｰﾑ

嶋崎 康平 服部 美緒 遠藤 浩志 高橋 宏郁

00:11:31.00

 　11分31秒005

18

team JUST

長谷川 仁 竹田 正樹 井上 宏之 真々田 泰弘

00:11:41.00

 　11分41秒006

17

STﾖｺﾊﾏB

横本 京一 小俣 文華 角和 麻衣子 阿南 祐介

00:11:41.00

 　11分41秒006

15

Team blue wing

青野 麻世 安田 翼 外村 拓 青野 武士

00:11:45.00

 　11分45秒007

11

トライアスリーツ(招待)

有冨 弘朗 野尻 奈央子 富田 大地 木野 貢造

00:10:41.00

 　10分41秒00OPN

23

チーム小笠原(招待)

小笠原兵庫 小笠原 裕代 小笠原 一彰 大杉　典子

00:11:50.00

 　11分50秒00OPN

21

CAB

福田 剛志 ｼｭﾅｯｸ 千賀子 外薗 博紀 廣田 実棄 権_

22

ウォーターメイツB

川島 敏子 村上 和美 竹内 鶴一 宮内 信棄 権_

14

DAIWA☆OWS

小沼 剣 服部 成治 細田 梓司 新田 昌司棄 権_


