
女　　子 25m 自由形 坂井 菜穂子 (金子ＳＳ) 15.79 (Ｈ.８)
25m 平泳ぎ 近藤 ジュン (三 小) 22.70 (Ｈ.24)
25m 背泳ぎ 佐藤 恋 (アクラブ三鷹) 20.88 (Ｈ.12)
25m バタフライ 坂井 菜穂子 (金子ＳＳ) 16.81 (Ｈ.８)

男    子 25m 自由形 藤山 翔希 (アクラブ三鷹) 16.54 (Ｈ.16)
25m 平泳ぎ 池畑　絢翔 (四小) 21.31 (R.1)
25m 背泳ぎ 池畑　絢翔 (四小) 20.54 (R.1)
25m バタフライ 藤山 翔希 (アクラブ三鷹) 17.70 (Ｈ.16)

女　　子 100m メドレーリレー 横河ＳＣ Ｂ 1:12.54 (Ｈ.12)
100m リレー アクラブ三鷹 1:05.68 (Ｈ.９)

男    子 100m メドレーリレー アクラブ三鷹 1:14.34 (Ｈ.18)
100m リレー アクラブ三鷹 1:05.68 (Ｈ.18)

女　　子 25m 自由形 藤田　奈央 （四小） 14.32 （R.4）
25m 平泳ぎ 坂井 菜穂子 (HARAI TEAM) 18.95 (Ｈ.10)
25m 背泳ぎ 坂井 菜穂子 (HARAI TEAM) 16.66 (Ｈ.10)
25m バタフライ 藤田　奈央 （四小） 14.92 （R.4）
50m 自由形 河野　杏香 （南浦小） 33.86 （R.4）
50m 平泳ぎ 鈴木　優希亜 （南浦小） 40.69 （R.4）
50m 背泳ぎ 樋口　真愛 （市民） 42.36 （R.4）
50m バタフライ 河野杏香（南浦小）／鈴木優希亜（南浦小） 34.98 （R.4）

100m 個人メドレー 川嶋　春萌 （北野小） 1:59.32 （R.4）
100m メドレーリレー 記録なし
100m リレー 記録なし

男    子 25m 自由形 野口 聖也 (アクラブ三鷹) 14.93 (Ｈ.18)
25m 平泳ぎ 廣瀬 慶太郎 (三 小) 18.03 (Ｈ.27)
25m 背泳ぎ 森 聖 (五 小) 17.77 (Ｈ.15)
25m バタフライ 清水 豪 (七 小) 16.01 (Ｈ.14)
50m 自由形 高野　琉生 （井口小） 35.28 （R.4）
50m 平泳ぎ 加藤　駿太郎 （三小） 1:00.29 （R.4）
50m 背泳ぎ 大井  賢之介 （四小） 41.11 （R.4）
50m バタフライ 廣谷　知之 （四小） 51.40 （R.4）

100m 個人メドレー 大井  賢之介 （四小） 1:27.17 （R.4）
100m メドレーリレー 四小 （四小） 1:41.06 （R.4）
100m リレー 四小 （四小） 1:27.17 （R.4）

女　　子 25m 自由形 徳本　唯花 (三小) 13.87 (R.1)
25m 平泳ぎ 野口夏也美 (一小) 16.95 (Ｈ.23)
25m 背泳ぎ 坂井 菜穂子 (横河OBI TEAM) 15.81 (Ｈ.11)
25m バタフライ 五十川　英 (市民) 14.68 (Ｈ.21)
50m 自由形 磯野 美優 (中原小) 28.67 (Ｈ.27)
50m 平泳ぎ 黒崎　なる美 (一小) 35.71 （R.4）
50m 背泳ぎ 坂井 菜穂子 (横河OBI TEAM) 33.77 (Ｈ.11)
50m バタフライ 黒崎　なる美 (一小) 30.25 （R.4）

100m 個人メドレー 磯野 美優 (中原小) 1:08.80 (Ｈ.27)
100m メドレーリレー 横河ＳＣ 1:06.52 (Ｈ.19)
100m リレー 横河ＳＣ 1:00.90 (Ｈ.19)
200m メドレーリレー 横河ＳＣ 2:15.71 (Ｈ.12)
200m リレー 金子ＳＳ 2:03.69 (Ｈ.７)

男    子 25m 自由形 比留間 穏覚 (五 小) 13.10 (Ｈ.24)
25m 平泳ぎ 石山 温大 (高山小） 16.95 (Ｈ.27)
25m 背泳ぎ 松村　航介 (南浦小) 15.70 (R.1)
25m バタフライ 清水 豪 (横河ＳＣ) 13.92 (Ｈ.16)
50m 自由形 近藤 正和 (四 小) 28.06 (Ｈ.10)
50m 平泳ぎ 富山 周祐 (にしみたか) 34.80 (Ｈ.18)
50m 背泳ぎ 比留間 穏覚 (五 小) 31.31 (Ｈ.24)
50m バタフライ 近藤 正和 (四 小) 30.87 (Ｈ.10)

100m 個人メドレー 富山 周祐 (にしみたか) 1:08.94 (Ｈ.18)
100m メドレーリレー スプラッシュボーイズ 1:06.42 (R.1)
100m リレー アクラブ三鷹 59.33 (Ｈ.20)
200m メドレーリレー HARAI TEAM 2:20.72 (Ｈ.10)
200m リレー HARAI TEAM 2:09.33 (Ｈ.10)
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