
男子成績一覧表
会場

   
自由形 柴山 慶吏 高2 青山 煌 高1 石川 蒼 高2 飯野 遥 高1 川田 湊登 高2 長谷川 廉 高1
50m 前橋 関東学園大附 四ツ葉学園 中央中等 太田 共愛学園

25.93 26.14 26.44 26.68 26.70 27.12

自由形 青山 煌 高1 関口 柑汰 高1 川田 湊登 高2 外山 康陽 高2 櫻井 駿也 高1 石川 蒼 高2
100m 関東学園大附 渋川 太田 太田 高崎商業 四ツ葉学園

57.26 57.37 58.05 58.81 58.95 59.28

自由形 大根原 海翔 高2 関口 柑汰 高1 櫻井 駿也 高1 外山 康陽 高2
200m 前橋育英 渋川 高崎商業 太田

2:05.78 2:06.70 2:09.63 2:14.32

背泳ぎ 大嶋 悠 高1 長谷川 廉 高1 小暮 桜軌 高2 冨岡 真宙 高1 高見沢 智寧 高2
50m 沼田 共愛学園 前橋東 前橋工業 高崎

29.67 31.06 33.52 35.55 42.34

背泳ぎ 大嶋 悠 高1 小暮 桜軌 高2 春山 太空 高1 大竹 幸喜 高1 冨岡 真宙 高1
100m 沼田 前橋東 藤岡中央 沼田 前橋工業

1:05.16 1:11.13 1:13.52 1:14.83 1:23.81

平泳ぎ 玉木 聖人 高2 池田 健太 高1 飯野 遥 高1 石井 映丞 高1 髙橋 琉生 高2 飯塚 優大 高1
50m 高崎 太田 中央中等 渋川 伊勢崎興陽 太田

33.36 33.76 34.11 35.00 40.99 45.00

平泳ぎ 鈴木 奏真 高1 玉木 聖人 高2 池田 健太 高1 石井 映丞 高1 長谷川 潤 高1 平石 匡 高2
100m 沼田 高崎 太田 渋川 高崎 市立前橋

1:14.47 1:14.57 1:15.96 1:16.37 1:21.02 1:38.02

   
バタフライ 冬木 暖人 高1 髙橋 光陽 高2
50m 健大高崎 東京農大第二

28.75 29.82

バタフライ 大根原 海翔 高2 角田 李麻 高1 永井 智也 高2 神宮 佑馬 高1 寒梅 暖仁 高1 川上 瑠生 高2
100m 前橋育英 前橋 高崎商業 前橋工業 前橋工業 藤岡中央

1:01.47 1:02.34 1:02.84 1:02.98 1:13.68 1:15.72

個人メドレー 永井 智也 高2 神宮 佑馬 高1
200m 高崎商業 前橋工業

2:27.14 2:27.14

リレー 太田 前橋工業 沼田 高崎
200m 川田 湊登 高2 神宮 佑馬 高1 大嶋 悠 高1 玉木 聖人 高2

樋口 凱大 高1 冨岡 真宙 高1 大竹 幸喜 高1 長谷川 潤 高1
池田 健太 高1 永濵 熙兜 高1 井上 空大 高1 高見沢 智寧 高2
外山 康陽 高2 女屋 結太 高2 鈴木 奏真 高1 瀧野 友也 高2

1:49.65 1:52.63 1:55.72 2:00.56

26.62 1泳 28.11 1泳 27.81 1泳 28.74 1泳

メドレーリレー 沼田 前橋工業 高崎
200m 大竹 幸喜 高1 冨岡 真宙 高1 高見沢 智寧 高2

鈴木 奏真 高1 寒梅 暖仁 高1 玉木 聖人 高2
大嶋 悠 高1 神宮 佑馬 高1 長谷川 潤 高1
井上 空大 高1 女屋 結太 高2 瀧野 友也 高2

2:07.17 2:11.86 2:15.53

33.37 1泳 36.34 1泳 41.68 1泳
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