
大倉 吉澤 吉越 梅原 ５０ｍ 自由形 長尾 渋谷 伊藤 林千 塩野 大倉 田口 吉澤 ５０ｍ 平泳ぎ 伊藤 林千 今熊 近藤
奥川 森下 鈴木ゆ 山田 丸山 小川 今熊 稲吉 森下 山田 内藤愛 大野 稲吉 奥川煌
円谷 内藤愛 藤井 大野 吉澤 林拓 佐藤汰 石崎 松岡
岩井 松岡 川井 山田 藤本 佐藤能 奥川 鈴木ゆ 藤井 市島 １００ｍ 自由形 稲吉 吉澤 佐藤汰 石崎

月田 安嶋 佐藤能
森下 松岡 １００ｍ 平泳ぎ 稲吉 塩野 大倉 田口 吉澤 ５０ｍ バタフライ 長尾 渋谷 林千 丸山
吉澤 吉越 奥川 鈴木ゆ ５０ｍ 背泳ぎ 長尾 渋谷 伊藤 林千 森下 鈴木ゆ 山田 藤井 今熊 近藤 佐藤汰 石崎
山田 円谷 内藤愛 大野 丸山 今熊 近藤 吉澤 大野 川井 山田 佐藤能
市島 岩井 林拓 佐藤汰 石崎 大川 松岡 ２００ｍ 平泳ぎ

藤本 佐藤能 月田 市島 ２００ｍ 個人メドレー 渋谷 丸山 吉澤 川井
２００ｍ 自由形 大川

大倉 １００ｍ 個人メドレー 内藤愛 １００ｍ 背泳ぎ 大川
藤井 １００ｍ バタフライ 川井 ２００ｍ バタフライ

市島 200ｍ 背泳ぎ ２００ｍ フリーリレー

２００ｍ メドレーリレー 佐藤能 大川 川井 藤本
藤本 大川 川井 佐藤能

中西 川井 正能 ４００ｍ 自由形 林武 藤永 高田
鈴木愛 泉 舩木 城田 ５０ｍ 自由形 説田 岡野 鈴木寿 50ｍ 平泳ぎ 吉越
中西 鹿取 ４００ｍ 個人メドレー 井芹 椿 日高 川井 鈴木愛 １００ｍ 自由形 佐藤凪 井芹 説田 梶本
椿 鹿取 内藤遥 城田 １００ｍ 平泳ぎ 徳橋 泉 内藤遥 舩木 山崎 鈴木 高田 屋和田

山崎み 五十嵐
泉 中村 ５０ｍ 背泳ぎ ５０ｍ バタフライ

100ｍ 個人メドレー ２００ｍ 平泳ぎ 徳橋
椿 川井 舩木 五十嵐 ２００ｍ 自由形 林武 藤永 説田 岡野 鹿取 内藤遥 相馬 ２００ｍ 個人メドレー 林武 井芹 奥川 説田

高田 屋和田 岡野
鹿取 鈴木愛 内藤遥 山川 100ｍ バタフライ 徳橋 井芹 梶本 椿 鈴木愛 泉 中村 １００ｍ 背泳ぎ 佐藤凪 吉田
山崎 相馬 正能 ２００ｍ バタフライ 徳橋
中村 ２００ｍ 背泳ぎ 林武

５０ｍ 平泳ぎ
50ｍ 自由形 １００ｍ 自由形

１００ｍ 平泳ぎ ５０ｍ バタフライ

５０ｍ 背泳ぎ ２００ｍ 平泳ぎ
２００ｍ 自由形 ２００ｍ 個人メドレー

100ｍ 個人メドレー １００ｍ 背泳ぎ
１００ｍ バタフライ ２００ｍ バタフライ

200ｍ 背泳ぎ 内藤遥 鈴木愛 中西 川井 ４００ｍ フリーリレー 藤永 井芹 林武 徳橋
鈴木愛 内藤遥 中西 川井 ４００ｍ メドレーリレー 五十嵐 相馬 舩木 正能 高田 鈴木 屋和田 岡野
市島 山崎 相馬 五十嵐 ２００ｍ フリーリレー

２００ｍ メドレーリレー

正能 800/1500 自由形 ４００ｍ 自由形
50ｍ 自由形 50ｍ 平泳ぎ

４００ｍ 個人メドレー １００ｍ 自由形
１００ｍ 平泳ぎ ５０ｍ バタフライ

５０ｍ 背泳ぎ ２００ｍ 平泳ぎ
１００ｍ 個人メドレー ２００ｍ 個人メドレー

２００ｍ 自由形 １００ｍ 背泳ぎ
１００ｍ バタフライ ２００ｍ バタフライ

２００ｍ 背泳ぎ ４００ｍ フリーリレー

４００ｍ メドレーリレー ※予選・決勝の時間は、別紙を参照してください。

（予選）
（予選） 9-10歳B決勝

11-12歳A・B決勝
A面で行います。

～1３歳以上決勝～ ～1３歳以上決勝～

12歳以下予選 12歳以下予選

13歳以上予選
13歳以上予選

～12歳以下決勝～
～12歳以下決勝～

競技順序　5月13日（土） 競技順序　5月14日（日）
A面（女子） 1日目 B面（男子） A面（女子） ２日目 B面（男子）


