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期　日 順　位 得　点 競　　技 種　　別 種　　　目 氏　　名

9月11日 ７位 2.0点 水泳 少年男子Ｂ ４００ｍ自由形 加藤大志朗

７位 2.0点 水泳 少年女子共通 ４００ｍ自由形 柴田　夏海

７位 2.0点 水泳 少年男子Ａ ４００ｍ自由形 河原　　啓

２位 7.0点 水泳 少年女子Ｂ １００ｍ平泳ぎ 宮坂  倖乃

４位 5.0点 水泳 少年男子Ｂ １００ｍ平泳ぎ 林　　太陽

６位 3.0点 水泳 成年男子 　５０ｍ自由形 古賀  淳也

３位 6.0点 水泳 少年女子Ｂ ２００ｍ個人メドレー 酒井　夏海

３位 6.0点 水泳 少年女子Ａ ４００ｍメドレーリレー 染谷  世奈

　　　〃 横田　早桜

　　　〃 細川  琴江

　　　〃 柴田　夏海

４位 5.0点 水泳 少年男子Ａ ４００ｍメドレーリレー 丸山　優稀

　　　〃 宮本  一平

　　　〃 赤羽根康太

　　　〃 安藤　涼太

５位 4.0点 水泳 成年女子 ４００ｍメドレーリレー 大塚　美優

　　　〃 関口  美咲

　　　〃 田村　美紅

　　　〃 石森　瑞奈

４位 5.0点 水泳 成年男子 ４００ｍメドレーリレー 古賀  淳也

　　　〃 大木  涼平

　　　〃 瀬戸  大也

　　　〃 原田  蘭丸

9月10日 ４位 5.0点 水泳 少年女子Ａ ４００ｍ個人メドレー 横田　早桜

５位 4.0点 水泳 少年男子Ａ ４００ｍ個人メドレー 本庄　智貴

８位 1.0点 水泳 成年男子 １００ｍ自由形 原田  蘭丸

優勝 8.0点 水泳 少年女子Ｂ １００ｍ背泳ぎ 酒井　夏海

優勝 8.0点 水泳 少年男子Ｂ １００ｍ背泳ぎ 髙地　駿介

６位 3.0点 水泳 少年女子Ａ １００ｍ自由形 柴田　夏海

４位 5.0点 水泳 成年男子 １００ｍ背泳ぎ 古賀  淳也

４位 5.0点 水泳 少年男子Ｂ 　５０ｍ自由形 熊澤　将大

８位 1.0点 水泳 少年女子Ａ ２００ｍバタフライ 岡    美里

３位 6.0点 水泳 成年女子 １００ｍ平泳ぎ 関口  美咲

６位 3.0点 水泳 成年男子 １００ｍ平泳ぎ 大木  涼平

優勝 8.0点 水泳 少年女子Ｂ ４００ｍメドレーリレー 酒井　夏海

　　　〃 宮坂  倖乃

　　　〃 田嶋　玲奈

　　　〃 藤原　由唯

２位 7.0点 水泳 少年男子Ｂ ４００ｍメドレーリレー 髙地　駿介

　　　〃 林　　太陽

　　　〃 石橋　怜悟

　　　〃 新井　啓太

３位 6.0点 水泳 成年男子 ２００ｍフリーリレー 川内　勇輝

　　　〃 古賀  淳也

　　　〃 原田  蘭丸

　　　〃 瀬戸  大也

9月9日 ７位 2.0点 水泳 成年男子 ４００ｍ自由形 宮本　陽輔

３位 6.0点 水泳 少年女子Ｂ １００ｍ自由形 藤原　由唯

４位T 4.5点 水泳 少年男子Ｂ １００ｍ自由形 熊澤　将大

４位 5.0点 水泳 少年女子Ａ ２００ｍ背泳ぎ 鈴木  桃果

５位 4.0点 水泳 成年女子 ２００ｍ個人メドレー 大塚　美優

２位 7.0点 水泳 成年男子 ２００ｍ個人メドレー 瀬戸  大也

５位 4.0点 水泳 少年女子Ｂ １００ｍバタフライ 田嶋　玲奈

２位 7.0点 水泳 少年男子Ｂ １００ｍバタフライ 石橋  怜悟

４位T 4.5点 水泳 成年女子 １００ｍバタフライ 田村　美紅

優勝 8.0点 水泳 少年女子Ａ ２００ｍ平泳ぎ 横田　早桜

優勝 8.0点 水泳 少年男子Ａ ２００ｍ平泳ぎ 宮本  一平

優勝 8.0点 水泳 少年女子Ｂ ４００ｍフリーリレー 神田　美夢

　　　〃 松本　菜美

　　　〃 田嶋　玲奈

　　　〃 酒井　夏海

３位 6.0点 水泳 少年男子Ｂ ４００ｍフリーリレー 熊澤　将大

　　　〃 石井　健聖

　　　〃 新井　啓太

　　　〃 石橋　怜悟

６位 3.0点 水泳 少年女子Ａ ４００ｍフリーリレー 江森　優

　　　〃 柴田　夏海

　　　〃 佐藤　千夏

　　　〃 横田　早桜

４位 5.0点 水泳 少年男子Ａ ８００ｍフリーリレー 田中　航希

　　　〃 安藤　涼太

　　　〃 赤羽根康太

　　　〃 河原　　啓
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9月7日 ２位 35.0点 水泳 総監督 戸川　晴夫

　〃 細貝　孝樹

水球監督 木下　晃次

水球（少年男子） 　ＧＫ 美坐　総司

　ＦＰ 土橋　　玄

　ＦＰ 小林　　駿

　ＦＰ 鈴木  透生

　ＦＰ 根井　将光

　ＦＰ 新藤　凌太

　ＦＰ 田中    要

　ＦＰ 松本　天斗

　ＦＰ 青山　直輝

　ＦＰ コップ晴紀

　ＦＰ 河村　　暖

9月6日 ２位 7.0点 水泳 ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ 成年男子 宮本  陽輔

9月4日 ６位 9.0点 水泳 総監督 戸川　晴夫

　〃 細貝　孝樹

原　加代子

柳澤　明希

山下瑛理香

2月21日 ５位 4.0点 スキー 成年女子Ａ ジャイアントスラローム 小川彩也香

1月31日 ６位 3.0点 スケート 成年男子 スピード5000m 山澤　　諒

７位 2.0点 スケート 成年女子 スピード2000mリレー 吉田愛結美

　　〃 松津　庸子

　　〃 山澤　清楓

　　〃 友光　　渚

２位 7.0点 スケート 少年男子 スピード1000m 松津　秀太

２位 35.0点 アイスホッケー 総監督 ワシリ ペルーヒン

少年男子監督 格地　　現

少年男子 　ＧＫ 河合　智哉

　ＧＫ 清島　賢人

　ＤＦ 佐藤　正志

　ＤＦ 長谷川宗矩

　ＤＦ 日高　正也

　ＤＦ 飛田　洋志

　ＤＦ 清水　天音

　ＦＷ 石井　秀人

　ＦＷ 青木孝史朗

　ＦＷ 茂木慎之介

　ＦＷ 川口　　輝

　ＦＷ 高橋　歩武

　ＦＷ 土田　啓太

　ＦＷ 運上　雄基

　ＦＷ 片岡　洸太

　ＦＷ 土屋　光翼

1月30日 優勝 8.0点 スケート 少年男子 スピード1000m 松津　秀太

1月29日 ８位 1.0点 スケート 少年男子 スピード500m 梅田　　匠

４位 15.0点 スケート 成年男子監督 フィギュア 吉田　雅彦

成年男子 服部　瑛貴

鈴木　元気

1月28日 ６位 3.0点 スケート 成年男子 ショートトラック5000mリレー　八木下光成

　　〃 濱田　　哲

　　〃 新井　聖也

　　〃 松平　和也

８位 1.0点 スケート 成年男子 ショートトラック500ｍ 新井　聖也

６位 3.0点 スケート 成年女子 ショートトラック500ｍ 巻島　　槙

優勝 8.0点 スケート 少年男子 ショートトラック500ｍ 吉田　陵平

４位 5.0点 スケート 少年女子 ショートトラック500ｍ 吉田　凪歩

８位 3.0点 スケート 少年男子監督 フィギュア 藤田　早苗

少年男子 小林　建斗

神戸　巧輝

1月27日 ４位 5.0点 スケート 成年女子 ショートトラック1000m 巻島　　槙

２位 7.0点 スケート 少年男子 ショートトラック1000m 吉田　陵平

２位 7.0点 スケート 少年女子 ショートトラック1000m 吉田　凪歩

367.0点

40.0点

407.0点

ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ監督

ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ（少年女子）

（上記入賞者の合計得点）

参加点

競技得点

総合得点

（参加点：冬季３競技、水泳）


