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女子 小学生 中学生 15-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
36.68 30.75 33.31 31.75 32.49 29.08 40.34 37.9 36.19 39.13 40.48 54.12 54.21

新井　水華 池田 薫 村上 愛花 池田 緑 平山 愛 篠 郁蘭 小勝 奈緒美 小川 裕美 遠藤 洋子 新倉 みどり 新倉 みどり 中林 史 伊藤 眞美
1:10.59 1:18.15 1:09.87 1:10.15 1:08.87 1:17.89 1:23.92 1:34.36 1:41.63 1:26.57 1:54.01

成田 梨華 村上 愛花 池田 緑 河原崎 由梨 河原崎 由梨 草野 茜 遠藤 洋子 馬場 和恵 小出 順子 原田 岳美 波多野 房子
55.56 38.52 40.3 43.71 1:05.56 53.33 1:06.24

矢口 結香 大澤 光 土田 麻衣子 草野 茜 小林 朋子 深澤 英美 柳沢 紀子
01:19.7 1:33.18

澤 樹音 草野 茜
51.8 41.13 49.83 55.53 1:09.98

大窪 桜和 戸倉 日向子 古安 理絵 福原 由美子 小出 順子
1:56.35 1:28.27 1:29.68 2:02.90

大窪 桜和 池田 薫 柴 友紀乃 中村 恵子
33.1 33.40 39.6 39.69 36.08 1:06.17 47.22

澤 樹音 柴 友紀乃 土田 麻衣子 草野 茜 恒吉 有紀 藤井 緑 原田 岳美

3:00.21 3:05.26

成田 梨華 河原崎 由梨

女子

男子 小学生 中学生 15-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
31.48 26.40 25.93 25.89 25.43 27.22 26.86 29.23 27.99 32.57 30.08 35.67 35.45 34.35 51.38 53.91

田中 啓二朗 奥田 康太 宮島 陸徳 矢吹 将人 矢吹 将人 伊藤 順一 下田 忠弘 小塚 隆司 尾崎 晴茂 浅野 哲司 冨松 実 市川 恒久 宮崎 勝 小貫 和也 藤沢 修三 藤沢 修三
1:01.52 57.82 57.34 58.13 1:02.02 1:10.80 1:00.74 1:02.58 1:03.84 1:22.49 1:08.36 1:35.49 1:29.62 1:18.45

田端 祐紀 奥田 康太 青木 一真 西山 俊 長竹 康介 小泉 太郎 下田 忠弘 岡本 宗治 尾崎 晴茂 曽川 郁夫 冨松 実 櫻田 晃 広部 和之 小貫 和也
45.09 31.75 32.96 33.68 35.91 34.88 35.86 47.97 38.65 1:05.77 57.82 1:00.96 1:25.81

田中 啓二朗 中島 裕太郎 戸高 怜也 高橋 卓也 谷村 公 下田 忠弘 中津海 全士 福田 千昭 樋口 猛 丸山 秀雄 椎野 功 山部 勝憲 設楽 政夫
1:10.77 1:13.99 1:14.06 1:53.27 1:19.46 1:20.10 1:21.52 1:22.22

堀口 和真 中島 裕太郎 戸高 怜也 石田 晋一 大友 隆洋 中津海 全士 樋口 猛 樋口 猛
37.02 33.66 33.35 35.04 37.20 34.11 36.37 40.30 41.42 44.08 49.33 55.77 1:24.56 1:35.61

田端 祐紀 大内 光翔 西久保  惇貴 瀬端 康弘 廣瀬 英喜 下田 忠弘 山下 克至 大島 武 神谷 宗浩 臼井 清志 勝田 益朗 石川 佳三 幅田 順一 幅田 順一
1:17.23 1:13.19 1:18.30 1:15.30 1:28.58 1:18.02 1:21.02 1:32.41 1:32.02 1:28.72 1:38.92

山下 智也 奥田 康太 新井 規之 瀬端 康弘 山本 修平 伊藤 順一 小田 秀樹 福井 健策 福井 健策 木村 公明 中田 嘉昭
42.14 28.61 29.73 28.64 29.12 33.50 29.51 29.54 36.63 39.47 36.62 40.99 50.55

堀内 旺 奥田 康太 川元 俊弥 矢吹 将人 大西 正規 小泉 太郎 下田 忠弘 岡本 宗治 樋口 猛 井上 雅弘 橋本 隆 近藤 英博 広部 和之
1:09.20 1:10.52 1:05.97 1:07.39 1:08.24 1:59.19 1:27.63

酒本 竜矢 日下部 良太 西山 俊 大西 正規 下田 忠弘 小菅 秀樹 橋本 隆
2:33.49 2:33.09 2:42.80 2:32.10 2:42.20 3:11.33 2:34.15 2:41.30 3:26.64 3:21.71 3:27.64 6:09.71 3:24.41

山下 智也 田中 壮一郎 野澤 颯 瀬端 康弘 大友 隆洋 小泉 太郎 下田 忠弘 角川 勝哉 福嶋 哲也 中田 嘉昭 中田 嘉昭 森岡 章司 下野 育朗

男子

ビリーズ　（臼井清志､広部和之､
小貫和也､下野育朗）

200m ﾌﾘｰﾘﾚｰ
1:52.43 1:46.34 1:53.19 2:25.13

七里ガ浜高等学校　（酒本竜矢､
中島裕太郎､町田優介､田辺颯）

藤沢消防B　（矢吹将人､長竹康介､
西山俊､中山壮麿）

マックスAC（伊藤順一､下田忠弘､
川口繁徳､住吉俊亮）

中学生 15-18 159歳以下区分（～159歳） 160歳区分（160歳～239歳） 240歳区分（240歳～）

159歳以下区分（～159歳） 160歳区分（160歳～239歳） 240歳区分（240歳～）

200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
2:13.05 2:04.00 2:09.99 3:45.68

15-18

七里ガ浜高等学校 （中島裕太郎､
久米健一郎､酒本竜矢､町田優介）

藤沢市消防局（矢吹将人､西山俊､
長竹康介､中山壮麿）

HIPs（尾崎晴茂、廣瀬英喜、
葉山達也、粟崎泰行）

ビリーズ　（高橋重信、森岡章司、
広部和之、山部勝憲)

100m　平　泳　ぎ

50m　バタフライ

100m　バタフライ

200m 個人メドレー

中学生

50m　平　泳　ぎ

200m ﾌﾘｰﾘﾚｰ
02:11.3 2:48.61 2:08.25

50m　自　由　形

100m　自　由　形

50m　背　泳　ぎ

100m　背　泳　ぎ

3:01.12
scjr（宮田知佳、成田梨華、

亀ケ盛聖香、澤樹音）
七里ガ浜高校（平田結衣、田村陽香、

田村穂乃香、中台千琴）
二スポ（中村亜美、大西杏、

小山寧々、麻生萌泉）
セントラル藤沢（柳沢紀子、田村妙子、

馬場和恵、原田岳美）

中学生 15-18 159歳以下区分（～159歳） 160歳区分（160歳～239歳） 240歳区分（240歳～）

160歳区分（160歳～239歳） 240歳区分（240歳～）

200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
2:27.06 2:28.53

scjr（亀ケ盛聖香、宮田知佳、
澤樹音、成田梨華）

159歳以下区分（～159歳）

二スポ（大西杏、小山寧々、
中村亜美、麻生萌泉）

50m　バタフライ

100m　バタフライ

200m 個人メドレー

中学生 15-18

100m　平　泳　ぎ

50m　自　由　形

100m　自　由　形

50m　背　泳　ぎ

100m　背　泳　ぎ

50m　平　泳　ぎ


