
女子成績一覧表
会場

   
自由形 瀬宮 歩 高1 根本 莉奈 高1 髙澤 望亜 高2 武井 優 高2 髙橋 未来 高2 矢内 芽依 高1
50m 前橋女子 関東学園大附 共愛学園 共愛学園 沼田女子 伊勢崎清明

29.20 29.39 29.89 29.95 30.52 31.12

自由形 武井 優 高2 瀬宮 歩 高1 根本 莉奈 高1 栁澤 愛里 高1 新井 智尋 高2 神田 夏希 高1
100m 共愛学園 前橋女子 関東学園大附 高崎工業 共愛学園 健大高崎

1:03.82 1:04.22 1:04.67 1:07.05 1:07.92 1:10.90

自由形 
200m 

背泳ぎ 渕本 愛唯 高2 久保田 千尋 高2 竹内 美徳 高1 粕川 あかり 高1 葛野 梨香子 高2 中川 千翔 高2
50m 伊勢崎清明 関東学園大附 市立前橋 前橋工業 東京農大第二 共愛学園

33.96 34.72 35.27 35.77 35.93 43.44

背泳ぎ 渕本 愛唯 高2 久保田 千尋 高2 粕川 あかり 高1
100m 伊勢崎清明 関東学園大附 前橋工業

1:12.66 1:16.33 1:20.39

平泳ぎ 夏目 珠愛 高2 宇野 深紀 高2 野口 友衣 高2 長谷川 七海 高1 𠮷原 麻衣 高1 宮下 虹海 高1
50m 東京農大第二 健大高崎 関東学園大附 共愛学園 前橋工業 前橋工業

38.92 39.72 43.88 46.60 51.09 1:02.38

平泳ぎ 宇野 深紀 高2 夏目 珠愛 高2 金子 奈央 高2 野口 友衣 高2 尾形 優伊 高1
100m 健大高崎 東京農大第二 太田東 関東学園大附 関東学園大附

1:23.81 1:25.07 1:32.15 1:36.78 1:59.58

   
バタフライ 髙澤 望亜 高2
50m 共愛学園

32.52

バタフライ 竹内 美徳 高1 木村 花蓮 高1
100m 市立前橋 前橋工業

1:13.69 1:27.88

個人メドレー 栁澤 愛里 高1 髙橋 未来 高2 金子 奈央 高2 木村 花蓮 高1 神田 夏希 高1
200m 高崎工業 沼田女子 太田東 前橋工業 健大高崎

2:38.25 2:49.82 2:51.89 2:58.50 3:04.85

リレー 共愛学園 関東学園大附 前橋工業
200m 武井 優 高2 根本 莉奈 高1 粕川 あかり 高1

新井 智尋 高2 久保田 千尋 高2 木村 花蓮 高1
藤生 かのん 高2 野口 友衣 高2 宮下 虹海 高1
髙澤 望亜 高2 尾形 優伊 高1 𠮷原 麻衣 高1

2:02.77 2:09.92 2:27.14

29.64 1泳 29.23 1泳 32.61 1泳

メドレーリレー 共愛学園 関東学園大附 前橋工業
200m 中川 千翔 高2 久保田 千尋 高2 粕川 あかり 高1

新井 智尋 高2 野口 友衣 高2 𠮷原 麻衣 高1
髙澤 望亜 高2 根本 莉奈 高1 木村 花蓮 高1
武井 優 高2 尾形 優伊 高1 宮下 虹海 高1

2:25.02 2:25.67 2:44.07

43.62 1泳 34.76 1泳 36.04 1泳

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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関水電業敷島プール
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