
区分 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 区分 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 久保田環子 小1

25m 桃瀬小

タイム決勝 33.47

背泳ぎ 石原　史佳 小1

25m 下川淵小

タイム決勝 53.48

自由形 中村　来斗 小2 土橋　　翔 小2 自由形 岡田　　芹 小2 新井美優俐 小2

25m 原小 中川小 25m 山王小 笂井小

タイム決勝 22.19 24.85 タイム決勝 18.33 20.18

背泳ぎ 石原　陸翔 小2

25m 下川淵小

タイム決勝 31.57

自由形 神澤琉希翔 小3 大谷　優斗 小3 背泳ぎ 下田　陽葵 小3

50m 原小 城南小 50m 永明小

タイム決勝 37.52 39.92 タイム決勝 01:07.3

平泳ぎ 村山　陽風 小3

50m 山王小

タイム決勝 48.69

自由形 久保田考哉 小4 平泳ぎ 林　芹香 小4 小暮　珠月 小4 土橋　来実 小4 石原帆乃佳 小4

50m 桃瀬小 50m 元総社小 大胡東小 中川小 下川淵小

タイム決勝 54.84 タイム決勝 41.28 50.91 57.49 01:13.7

背泳ぎ 神田　龍杜 小4 飯島　一心 小4 個人メドレー 穴原　心愛 小4

50m 共愛小 原小 100m 城東小

タイム決勝 44.03 53.48 タイム決勝 02:15.0

平泳ぎ 加藤　　駿 小5

50m 大胡東小

タイム決勝 55.48

バタフライ 竹腰　麟大 小4

50m 桂萱東小

タイム決勝 38.81

小学３年
（女子）

小学３年
（男子）

小学4年
（男子）

小学4年
（女子）

小学１年
（男子）

小学１年
（女子）

小学２年
（男子）

小学２年
（女子）



自由形 岡田　蓮 小5 阿久澤陽人 小5 自由形 原田　葵衣 小5

50m 山王小 桂萱東小 50m 荒牧小

タイム決勝 31.54 35.98 タイム決勝 45.12

バタフライ 長沼　奏斗 小5 背泳ぎ 石原　璃子 小5

50m 細井小 50m 下川淵小

タイム決勝 32.61 タイム決勝 54.1

個人メドレー 新井　智貴 小5 平泳ぎ 小野寺夏希 小5

100m 笂井小 50m 荒牧小

タイム決勝 01:46.4 タイム決勝 01:07.3

バタフライ 黒田　朱璃 小5 櫻井　涼羽 小5

50m 総社小 城東小

タイム決勝 34.73 37.06

個人メドレー 田井　澄佳 小5

100m 荒牧小

タイム決勝 01:32.8

自由形 荻野　卓歩 小6 自由形 齋藤　　楓 小6 今井　希美 小6 橋本　萌絵 小6

50m 勝山小 50m 桂萱東小 原小 荒子小

タイム決勝 31.79 タイム決勝 31.45 32.69 42.44

背泳ぎ 佐藤　大嘉 小6 背泳ぎ 冨岡　歩稀 小6 飯島　千愛 小6

50m 細井小 50m 原小 原小

タイム決勝 30.79 タイム決勝 44.14 49.28

バタフライ 大谷　優太 小6 橋本　　力 小6 伊豆原辰海 小4 バタフライ 佐藤　心咲 小6 神澤　月杏 小6

50m 城南小 桃井小 附属小 50m 勝山小 原小

タイム決勝 34.16 35.41 40.07 タイム決勝 31.95 38.52

個人メドレー 林　　凛香 小6 石川　莉央 小6

100m 元総社小 大胡東小

タイム決勝 01:08.7 01:10.2

リレー 原小学校

200m 神澤　月杏 小6

タイム決勝 冨岡　歩稀 小6

飯島　千愛 小6

今井　希美 小6

02:23.1 Fin.

1st.

小学５年
（女子）

小学５年
（男子）

小学６年
（男子）

小学６年
（女子）

小学生
（男子）

小学生
（女子）



メドレーリレー 原小学校

200m 冨岡　歩稀 小6

タイム決勝 今井　希美 小6

神澤　月杏 小6

飯島　千愛 小6

02:45.1 Fin.

43.34 1st.

自由形 高橋　力良 中1 安川　旺希 中1 渡辺　颯太 中1 飯野　漣也 中1 津久井夢羽 中1 渡辺　優生 中1 岩佐　　昴 中1 関口　暖大 中1 自由形 岡田　紗弥 中1 須藤　香奈 中1 高田　花音 中1 宮地　妃捺 中1 西澤　周香 中1 本多　釉月 中1 篠原　美夢 中1 齋藤　菜那 中1

50m 前橋大胡 前橋第六 前橋第一 前橋粕川 前橋粕川 前橋富士見 前橋第一 前橋富士見 50m 前橋第一 前橋第六 前橋第六 前橋富士見 前橋みずき 前橋富士見 前橋みずき 前橋富士見

タイム決勝 26.25 31.97 37.93 38.59 39.68 41.51 43.92 46.18 タイム決勝 31.55 34.78 38 38.86 40.77 41.26 41.82 42.49

自由形 狩野　貴範 中1 自由形 木村　友彩 中1

100m 群大附 100m 前橋富士見

タイム決勝 01:16.9 タイム決勝 01:32.3

平泳ぎ 髙橋　恵太 中1 川和　蒼汰 中1 荒舘　佑太 中1 バタフライ 手島　蒼空 中1 川原　桜來 中1

50m 前橋みずき 前橋富士見 前橋第七 50m 前橋第七 前橋みずき

タイム決勝 49.95 50.59 01:05.0 タイム決勝 37.77 43.2

平泳ぎ 中村　颯斗 中1 バタフライ 飯塚　菜月 中1

100m 前橋富士見 100m 前橋第七

タイム決勝 01:28.7 タイム決勝 01:12.5

バタフライ 大澤　　港 中1 持田　清悠 中1 個人メドレー 木村　夕凪 中1

50m 群大附 前橋第七 100m 前橋富士見

タイム決勝 29.33 35.96 タイム決勝 01:28.5

個人メドレー 穴原　夢翔 中1 下田　翔大 中1 山田　大智 中1

100m 前橋みずき 四ツ葉学園 前橋富士見

タイム決勝 01:10.9 01:27.6 01:36.4

中学１年
（男子）

中学１年
（女子）

小学生
（男子）

小学生
（女子）



自由形 手島　将吾 中2 新井　亜門 中2 岩丸　悠希 中2 金古　優晴 中2 關　　悠人 中2 星川　陸人 中2 自由形 岡田　桃香 中2 岩田　夏虹 中2 木戸　愛菜 中2

50m 前橋第七 前橋第七 前橋大胡 前橋第三 前橋第七 前橋みずき 50m 前橋第七 前橋芳賀 前橋大胡

タイム決勝 29.19 30.73 31.53 31.82 32.6 33.63 タイム決勝 29.05 31.8 37.41

自由形 長壁　彩斗 中2 反町　拓馬 中2 小池颯太郎 中2 小林　敬明 中2 髙沢　悠稀 中2 背泳ぎ 諸田こころ 中2 宮下　葵衣 中2

100m 前橋木瀬 前橋第六 前橋富士見 前橋第七 前橋富士見 50m 前橋桂萱 前橋第七

タイム決勝 01:02.3 01:05.2 01:10.6 01:23.9 01:28.9 タイム決勝 35.01 35.45

背泳ぎ 角田祥太郎 中2 平泳ぎ 里見　柚妃 中2 秋庭ななみ 中2

50m 前橋みずき 50m 前橋第一 前橋大胡

タイム決勝 35.82 タイム決勝 42.68 49.3

平泳ぎ 町谷　柚紀 中2 平泳ぎ 松原　幸希 中2 井上真里菜 中2

50m 前橋第七 100m 共愛学園 共愛学園

タイム決勝 46 タイム決勝 01:21.1 01:38.6

平泳ぎ 大林　凌士 中2 海沼洋一郎 中2 金井　智樹 中2 太田　竹茶 中2 バタフライ 若井　里亜 中2 小野　美祐 中2 渡邊　桃亜 中2 設樂　美月 中2

100m 前橋第六 前橋富士見 前橋富士見 前橋富士見 50m 共愛学園 前橋第七 前橋第七 前橋桂萱

タイム決勝 01:11.6 01:27.1 01:41.9 01:46.4 タイム決勝 34.31 34.59 37.69 41.41

バタフライ 大河原葉琉 中2 安部陽向大 中2 並木　　丈 中2 個人メドレー 桑山日南子 中2 橋本　真衣 中2

50m 前橋第七 前橋芳賀 前橋みずき 100m 前橋木瀬 前橋富士見

タイム決勝 30.66 33.04 35.35 タイム決勝 01:17.4 01:34.0

個人メドレー 久保田健介 中2

100m 前橋粕川

タイム決勝 01:14.7

中学２年
（男子）

中学２年
（女子）



自由形 岩間　智紀 中3 細野　貴裕 中3 宮内　悠佑 中3 青山　大輝 中3 町田　楓太 中3 長瀬　遥希 中3 星野　大聖 中3 杉内　　翔 中3 自由形 早川　真奈 中3 湯本　芽久 中3 生形　愛菜 中3 堀田　空来 中3

50m 前橋桂萱 前橋第七 前橋第一 共愛学園 前橋大胡 前橋大胡 前橋南橘 前橋第七 50m 群大附 前橋第七 前橋第七 前橋第一

タイム決勝 27.16 27.36 28.23 28.55 29.85 30.58 31.71 33.18 タイム決勝 29.36 35.69 35.9 39.19

自由形 福島　　匠 中3 自由形 樋口　乃愛 中3

100m 前橋第六 100m 群大附

タイム決勝 59.7 タイム決勝 01:09.5

背泳ぎ 大嶋　宏季 中3 背泳ぎ 神澤くるみ 中3 板垣　比菜 中3

50m 前橋第七 50m 共愛学園 前橋大胡

タイム決勝 32.71 タイム決勝 34.34 40.57

平泳ぎ 小田原侑輝 中3 成瀬　遙人 中3 背泳ぎ ハーン紗菜 中3

50m 前橋第七 前橋第一 100m 前橋粕川

タイム決勝 34.49 37.7 タイム決勝 01:12.1

平泳ぎ 小池　俊輔 中3 大渕　寛太 中3 藤森　裕仁 中3 秋元　颯太 中3 平泳ぎ 植木明優華 中3

100m 前橋粕川 前橋第一 前橋南橘 前橋大胡 50m 前橋木瀬

タイム決勝 01:11.2 01:18.4 01:22.2 01:26.7 タイム決勝 50.29

バタフライ 小林　俊介 中3 中島　渉吾 中3 平泳ぎ 岡村　心優 中3

50m 前橋第一 前橋大胡 100m 前橋大胡

タイム決勝 30.82 30.98 タイム決勝 01:39.9

個人メドレー 井野　維吹 中3 真藤　永吉 中3 阿部耕志郎 中3 瀬戸　陸斗 中3 バタフライ 湯浅　里咲 中3 加藤　良夢 中3

100m 前橋木瀬 前橋粕川 前橋粕川 前橋粕川 50m 群大附 群大附

タイム決勝 01:07.3 01:22.0 01:31.8 01:36.1 タイム決勝 32.38 36.39

バタフライ 飯塚　彩貴 中3

100m 前橋粕川

タイム決勝 01:11.6

個人メドレー 増渕加奈子 中3

100m 前橋粕川

タイム決勝 01:26.0

リレー 前橋第七 中 前橋第一 中 前橋粕川B 中 前橋みずき 中 前橋富士見A中 前橋粕川A 中 前橋富士見B中 前橋第七 中 群大附中 共愛学園中 前橋大胡中 前橋富士見中

200m 細野　貴裕 中3 宮内　悠佑 中3 小池　俊輔 中3 穴原　夢翔 中1 海沼洋一郎 中2 松井　悠樹 中3 太田　竹茶 中2 宮下　葵衣 中2 湯浅　里咲中3 若井　里亜中2 岡村　心優中3 木村　夕凪中1

タイム決勝 大河原葉琉 中2 大渕　寛太 中3 真藤　永吉 中3 並木　　丈 中2 山田　大智 中1 津久井夢羽 中1 川和　蒼汰 中1 渡邊　桃亜 中2 樋口　乃愛中3 井上真里菜中2 秋庭ななみ中2 齋藤　菜那中1

大嶋　宏季 中3 成瀬　遙人 中3 阿部耕志郎 中3 星川　陸人 中2 中村　颯斗 中1 飯野　漣也 中1 渡辺　優生 中1 小野　美祐 中2 髙木　葉名中3 松原　幸希中2 木戸　愛菜中2 木村　友彩中1

小田原侑輝 中3 小林　俊介 中3 久保田健介 中2 角田祥太郎 中2 小池颯太郎 中2 瀬戸　陸斗 中3 髙沢　悠稀 中2 岡田　桃香 中2 早川　真奈中3 神澤くるみ中3 板垣　比菜中3 橋本　真衣中2

01:52.7 Fin. 01:56.5 Fin. 01:58.8 Fin. 02:04.9 Fin. 02:20.4 Fin. 02:31.5 Fin. 02:51.6 Fin. 02:01.4 Fin. ### Fin. ### Fin. ### Fin. ### Fin.

27.39 1st. 28.17 1st. 26.67 1st. 30.05 1st. 34.21 1st. 41.63 1st. 41.8 1st. 29.89 1st. 30 1st. 33 1st. 39 1st. 35 1st.

中学生
（女子）

中学３年
（女子）

中学３年
（男子）

中学生
（男子）



前橋第七 中 前橋第一中 前橋粕川中 前橋みずき中 前橋第七 中 群大附中 共愛学園中 前橋大胡中

大嶋　宏季 中3 成瀬　遙人中3 久保田健介中2 穴原　夢翔中1 飯塚　菜月 中1 湯浅　里咲中3 神澤くるみ中3 板垣　比菜中3

小田原侑輝 中3 大渕　寛太中3 真藤　永吉中3 角田祥太郎中2 宮下　葵衣 中2 髙木　葉名中3 松原　幸希中2 岡村　心優中3

細野　貴裕 中3 小林　俊介中3 小池　俊輔中3 並木　　丈中2 岡田　桃香 中2 加藤　良夢中3 若井　里亜中2 秋庭ななみ中2

大河原葉琉 中2 宮内　悠佑中3 阿部耕志郎中3 星川　陸人中2 小野　美祐 中2 早川　真奈中3 井上真里菜中2 木戸　愛菜中2

02:05.1 Fin. ### Fin. ### Fin. ### Fin. 02:16.9 Fin. ### Fin. ### Fin. ### Fin.

32.88 1st. 35 1st. 34 1st. 33 1st. 35.27 1st. 35 1st. 35 1st. 41 1st.

自由形 黒澤　英斗 高2 自由形 高澤　望亜 高2 吉田　磨音 高1 藤生かのん 高2

100m 共愛学園高 100m 共愛学園高 共愛学園高 共愛学園高

タイム決勝 01:03.8 タイム決勝 01:05.3 01:16.2 01:16.5

背泳ぎ 小暮　桜軌 高2 稲葉　誠人 高2 青山　航輝 高3 背泳ぎ 中川　千翔 高2

100m 前橋東高 前橋東高 共愛学園高 100m 共愛学園高

タイム決勝 01:09.1 01:11.8 01:26.0 タイム決勝 01:35.4

平泳ぎ 長谷川七海 高1

100m 共愛学園高

タイム決勝 01:36.4

リレー 共愛学園高等学高

200m 高澤　望亜 高2

タイム決勝 吉田　磨音 高1

中川　千翔 高2

藤生かのん 高2

02:14.6 Fin.

28.88 1st.

メドレーリレー 共愛学園高等学高

200m 中川　千翔 高2

タイム決勝 長谷川七海 高1

高澤　望亜 高2

藤生かのん 高2

02:34.6 Fin.

43.68 1st.

共愛学園高等学高

高澤　望亜 高2

吉田　磨音 高1

中川　千翔 高2

藤生かのん 高2

02:14.6 Fin.

28.88 1st.

中学生
（男子）

中学生
（女子）

高校生
（男子）

高校生
（女子）

高校生
（女子）

高校生
（男子）



共愛学園高等学高

中川　千翔 高2

長谷川七海 高1

高澤　望亜 高2

藤生かのん 高2

02:34.6 Fin.

43.68 1st.

平泳ぎ 浅見　大和

100m ﾁｰﾑ前橋日赤

タイム決勝 01:06.2

自由形 佐藤　宏樹

50m ﾁｰﾑ前橋日赤

タイム決勝 31.38

背泳ぎ 石原　　領

50m ｸﾞﾝｾﾞS前橋

タイム決勝 29.29

平泳ぎ 細野　頌悟

50m ﾁｰﾑ前橋日赤

タイム決勝 34

バタフライ 根岸　涼介

50m ﾁｰﾑ前橋日赤

タイム決勝 25.15

背泳ぎ 海野　　薫 富樫　駿介 バタフライ 星野万里江

50m ﾀﾞｯｼｭ前橋 滋野堤水堂 50m ｸﾞﾝｾﾞS前橋

タイム決勝 32.02 34.33 タイム決勝 35.06

個人メドレー 阿部　将大 名鳥　光政

100m ｸﾞﾝｾﾞS前橋 ﾏｯﾁｮﾏｯﾁｮｸﾗﾌﾞ

タイム決勝 01:06.7 01:11.6

高校生
（男子）

高校生
（女子）

１０歳代
（男子）

１０歳代
（女子）

３０歳代
（男子）

３０歳代
（女子）

2０歳代
（男子）

2０歳代
（女子）



自由形 田原　研一 自由形 中川　祐子

50m 前橋赤十字病院 25m ﾁｰﾑ黒鮪

タイム決勝 28.45 タイム決勝 17.79

背泳ぎ 今井　寛之 自由形 善養寺良子

25m 小林商店 50m ﾀﾞｯｼｭ前橋

タイム決勝 16.49 タイム決勝 33.32

平泳ぎ 田井健太郎 小柴　照男 平泳ぎ 小野寺慶子

25m 群馬大学 ﾁｰﾑたぁ- 25m 

タイム決勝 17.47 19.33 タイム決勝 40.03

平泳ぎ 土橋　　卓 久保田雅彦

50m 滋野堤水堂

タイム決勝 35.3 35.31

個人メドレー 福田　高大

100m ﾀﾞｯｼｭ前橋

タイム決勝 01:26.6

４０歳代
（男子）

４０歳代
（女子）



自由形 町田　好生 内山　正和 自由形 大橋　景子 平石　裕美 高柳　真紀 大澤恵里子 女屋由美子

25m ﾁｰﾑたぁ- ﾁｰﾑたぁ- 25m ﾁｰﾑたぁ- ﾁｰﾑたぁ- 六供温水ﾌﾟｰﾙ ﾁｰﾑ黒鮪 ﾁｰﾑたぁ-

タイム決勝 15.39 15.77 タイム決勝 16.36 16.74 19.85 19.93 21.31

自由形 金子　恵一 大和田　隆 村松　慶一 背泳ぎ 宇川佳津江

50m ｾ・前橋 ｸﾞﾝｾﾞS前橋 ｸﾞﾝｾﾞS前橋 25m ﾀﾞｯｼｭ前橋

タイム決勝 28.01 31.07 31.19 タイム決勝 21.21

平泳ぎ 高野　和之 平泳ぎ 高橋　理恵

25m ﾁｰﾑたぁ- 25m ﾁｰﾑたぁ-

タイム決勝 18.95 タイム決勝 19.94

平泳ぎ 浅見　和義 大河原幸人 立見　政彦 平泳ぎ 上原　裕子 友松　和美

50m ﾁｰﾑ前橋日赤 ﾁｰﾑ黒鮪 ｸﾞﾝｾﾞS前橋 50m ﾀﾞｯｼｭ前橋 ﾁｰﾑ黒鮪

タイム決勝 38.46 47.72 59.86 タイム決勝 49 50.97

バタフライ 土屋　清信 バタフライ 立川　聡子

50m ｸﾞﾝｾﾞS前橋 25m ﾁｰﾑ黒鮪

タイム決勝 34.26 タイム決勝 17.8

個人メドレー 野村　冬樹 バタフライ 金子　真純

100m ﾁｰﾑ白鮪 50m ﾀﾞｯｼｭ前橋

タイム決勝 01:33.3 タイム決勝 53.27

自由形 高橋　　裕 長岡　英樹 自由形 五十嵐美津代

25m Jｳｲﾝｸﾞ ﾁｰﾑ白鮪 50m ｸﾞﾝｾﾞS前橋

タイム決勝 18.81 19.76 タイム決勝 33.69

平泳ぎ 宮川　　清 背泳ぎ 柴田　政美

25m ｽｳｲﾝ前橋 50m ﾀﾞｯｼｭ前橋

タイム決勝 23.77 タイム決勝 54.93

平泳ぎ 牛口　安広

50m ﾀﾞｯｼｭ前橋

タイム決勝 46.15

バタフライ 柴田　良一

25m ﾀﾞｯｼｭ前橋

タイム決勝 21.99

６０歳代
（男子）

６０歳代
（女子）

５０歳代
（女子）

５０歳代
（男子）



自由形 佐藤　安史 背泳ぎ 目崎　妙子

50m ｽｳｲﾝ前橋 50m ﾀﾞｯｼｭ前橋

タイム決勝 39.01 タイム決勝 54.35

背泳ぎ 戸所　孝夫 個人メドレー 櫻田加代子

50m ｽｳｲﾝ前橋 100m ﾀﾞｯｼｭ前橋

タイム決勝 47.61 タイム決勝 02:23.1

平泳ぎ 金井　　忍

50m ﾀﾞｯｼｭ前橋

タイム決勝 01:51.1

バタフライ 石黒　淳之

25m ｸﾞﾝｾﾞS前橋

タイム決勝 22.24

バタフライ 吉野　隆明

50m ﾁｰﾑ黒鮪

タイム決勝 40.15

７０歳代
（男子）

７０歳代
（女子）


