
第４５回　セントラルスポーツ　クラブ対抗水泳競技大会

競技No:50   女子　50m　自由形
【タイム決勝　　10歳以下】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 内藤　万愛 府中 小4    30.40
2 坂本　　愛 目黒 小5    31.06
3 石井　真耶 Ｓ千葉 小5    31.14
4 鈴木　愛佳 府中 小4    31.55
5 小堤　香凜 曽谷 小4    31.76
6 広瀬　幸音 成城 小5    31.81
7 増山　晴加 谷津 小5    32.06
8 伊賀ひなた 多摩 小4    32.15
9 吉田　優花 東戸塚 小4    32.27

10 石井　優月 谷津 小4    32.70
11 中島　安望 上池袋 小4    32.87
12 遠山　乃梨 谷津 小4    33.00
13 本橋　咲希 鐘ヶ淵 小5    33.08
14 甲斐　彩花 西東京 小4    33.34
15 大和田美優 南千住 小4    33.41
16 伊坂　遥 成城 小5    33.50
17 福山　愛梨 清瀬 小4    33.51
18 前田沙也佳 津田沼 小3    33.61
19 沢瀬　千咲 府中 小4    33.76
20 奥富　桜花 西東京 小3    33.78
21 浅見　麻乃 越谷 小4    33.79
22 大島　莉央 成城 小5    33.87
23 清水　　南 成瀬 小5    33.91
24 髙　愛里奈 横浜 小3    33.94
25 椎名　奏子 ときわ台 小3    33.98
26 草場　夕奈 湘南台 小4    34.03
27 野田　萌栞 曽谷 小5    34.05
28 伊藤　琴羽 府中 小4    34.06
29 種田　琉奈 ときわ台 小3    34.12
30 浜田　唯衣 横浜 小3    34.22
30 野田　佑風 浦安 小4    34.22
32 藤井　美帆 東戸塚 小5    34.54
33 砂川　穂香 桶川北本 小5    34.55
34 岡田　星理 津田沼 小3    34.59
35 遠藤　梨央 流山 小3    34.71
36 山本　桜令 東戸塚 小5    35.05
37 和田　結衣 西新井 小4    35.07
37 中島　舞空 鐘ヶ淵 小4    35.07
39 落合　華絵 Ｓ千葉 小3    35.09
40 江口　美紅 浦安 小4    35.27
41 笹生　舞琳 研究所 小3    35.31
42 花俣　愛葉 流山 小3    35.39
43 福島　可織 清瀬 小2    35.47
44 和澤　　妙 多摩 小4    35.55
45 古井丸涼香 清瀬 小3    35.65
46 滝澤　明華 研究所 小4    35.70
47 清水　美玖 福生 小4    35.73
48 椎名　悠羽 鐘ヶ淵 小2    35.80
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競技No:52   女子　50m　自由形
【タイム決勝　　11-12歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 木下　莉里愛 成城 小5
2 滝澤　心海 川越 小6    29.03
3 酒井　望結 西東京 小6    29.48
4 水口　知保 東戸塚 小6    29.50
5 田中　　花 谷津 小5    29.57
6 井林　倖菜 浦安 小6    29.64
7 渡辺　美楓 谷津 小5    29.71
8 北嶋帆乃佳 流山 小5    29.81
9 高橋　　花 多摩 小6    30.11

10 相馬　音羽 東戸塚 小6    30.12
11 富樫　美夢 ときわ台 小6    30.18
12 小川　幸美 谷津 小5    30.24
13 福島　　麗 曽谷 小6    30.31
14 中里　莉子 Ｓ千葉 小6    30.42
15 新井　楓加 西東京 小6    30.67
16 野田　絢音 Ｓ千葉 中1    30.81
17 前川　華緒 戸塚 小6    30.86
18 瀧澤　妃香 ときわ台 小5    30.88
19 榎本　和佳 越谷 中1    30.90
20 建部　春花 湘南台 小5    31.01
21 青木裕里子 目黒 小5    31.07
22 土屋　晴菜 成瀬 小6    31.20
23 磯井菜那美 川越 小6    31.25
24 野間　咲花 浦安 小6    31.31
25 吉澤　柚衣 ときわ台 小6    31.32
26 羽賀　万純 谷津 小6    31.40
27 松浦萌々香 津田沼 中1    31.41
28 永田　　澪 浦安 中1    31.43
28 山口真由子 成瀬 小6    31.43
30 松川　実結 浦安 小5    31.50
31 濁川　里香 横浜 小6    31.55
32 菊池　祐衣 成城 中1    31.73
33 頗羅墮凪沙 横浜 小6    31.74
34 宮本　彗鶴 流山 小6    31.85
34 宮　　萌香 鐘ヶ淵 小6    31.85
36 宇夫方若菜 流山 中1    31.89
37 井崎由梨佳 研究所 小6    31.90
38 長谷川しおり 横浜 小5    32.04
39 見目　桃子 宇都宮 中1    32.52
40 加瀬　紗季 津田沼 小6    32.60
41 山口　結宇 川越 小5    32.77
42 平野　絵梨 津田沼 小6    32.83
43 佐相麻菜美 藤沢 中1    32.97
44 柴﨑　柚衣 東戸塚 小6    33.99

競技No:54 女子　 100m　自由形
【タイム決勝　　13-14歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 山田　　遥 横浜 中3  1:00.08
2 森　　はな Ｓ千葉 中1  1:00.36
3 真如　優菜 研究所 中2  1:00.99
4 島谷　葉那 鐘ヶ淵 中1  1:01.10
5 池田　奈穂 研究所 中3  1:01.29
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6 吉田真希子 目黒 中3  1:01.31
7 溝淵　真由 成瀬 中2  1:01.61
8 佐々木由梨 東戸塚 中1  1:01.93
9 山口　燦和 上池袋 中2  1:02.55

10 中嶋早季子 Ｓ千葉 中2  1:03.16
11 舘　里可子 鐘ヶ淵 中1  1:03.22
12 須佐　珠音 横浜 中2  1:03.50
13 江縫こなみ 研究所 中1  1:03.60
14 梶ヶ谷咲楽 横浜 中1  1:03.64
15 野間　美羽 浦安 中2  1:03.66
16 長谷川七海 目黒 中1  1:04.20
17 安田　海奈 藤沢 中1  1:04.58
18 鹿子木　蒔 宇都宮 中2  1:04.60
19 福岡　　楓 鐘ヶ淵 中1  1:05.20
19 数本　海波 成瀬 中1  1:05.20
21 亀山奈々星 多摩 中2  1:06.07

競技No:56 女子　 100m　自由形
【タイム決勝　　15-18歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 新倉みなみ 目黒 高1    59.32
2 永田　　百 鐘ヶ淵 中3    59.80
3 玉川　詩織 ときわ台 高2  1:00.44
4 野島　知花 浦安 高2  1:00.94
5 堀江　夏未 流山 高2  1:01.09
6 井上　愛梨 本郷台 高1  1:01.82
7 高橋　星奈 流山 高1  1:02.19
8 藤巻　晴美 藤沢 高3  1:02.43
9 野田　彩香 研究所 中3  1:02.71

10 杉本　寧々 藤沢 高2  1:02.79
11 白井早弥香 館山 高1  1:02.99
12 関根　琴 成城 高1  1:03.09
13 黒谷　智美 曽谷 高2  1:03.19
14 池辺有里奈 上池袋 高3  1:03.26
15 岡田洋加子 研究所 中3  1:03.60
16 片石　奈緒 府中 高1  1:03.89
17 伊藤　優希 流山 高1  1:04.15
18 荒川さやか 曽谷 中3  1:07.20
19 阿久津美沙緒 上池袋 中3  1:08.29


