
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:1 女子　個人メドレー 200m

【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 前田　なな 府中 小5  2:38.87 
2 池野　紫音 浦安 小4  2:41.48 
3 石井　萌佳 目黒 小4  2:46.03 
4 宮本　帆風 流山 小4  2:48.82 
5 福井そよみ 成瀬 小4  2:50.60 
6 伊賀ひなた 多摩 小4  2:51.33 
7 清水　芽生 成瀬 小4  2:52.57 
8 前田沙也佳 津田沼 小3  2:53.41 
9 岡田　遥奈 曽谷 小4  2:53.42 

10 福山　愛梨 清瀬 小4  2:53.88 
11 須藤　　慶 西東京 小4  2:55.88 
12 浅原　彩加 成瀬 小4  2:56.16 
13 鈴木あき奈 鐘ヶ淵 小4  2:56.26 
14 増本　響香 横浜 小3  2:57.53 
15 添田　寧々 曽谷 小4  2:58.55 
16 杉原　優菜 目黒 小4  2:59.95 
17 斉藤　　光 横浜 小4  3:01.08 
18 石原　理子 成瀬 小4  3:01.12 
19 山下さくら 戸塚 小3  3:03.94 
20 高梨　愛花 研究所 小3  3:04.78 
21 伊坂　彩 成城 小3  3:05.96 
22 野々原ひなみ 桶川北本 小4  3:07.37 
23 笹目　南帆 戸塚 小2  3:08.43 
24 近藤　由奈 戸塚 小3  3:08.61 
25 小山　凜世 戸塚 小2  3:10.97 
26 西原茉奈花 岩槻 小4  3:11.61 

競技No:3 女子　個人メドレー200m
【タイム決勝　　11-12歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 野田　海優 浦安 小5  2:32.89 
2 関口　風香 横浜 小6  2:33.17 
3 大久保沙紀 ときわ台 小6  2:34.82 
4 山口　美咲 浦安 小6  2:35.20 
5 平田　萌夏 ときわ台 小6  2:36.62 
6 米光　美桜 清瀬 小6  2:37.07 
7 齋藤　莉子 流山 小6  2:38.98 
8 西舘　小姫 多摩 小6  2:39.14 
9 青木　夏澄 目黒 小5  2:41.11 

10 瀧澤　妃香 ときわ台 小5  2:41.19 
11 田村　陽芽 横浜 小6  2:42.15 
12 吉澤　柚衣 ときわ台 小6  2:42.51 
13 石原　茉奈 成瀬 小6  2:43.12 
14 佐藤　優衣 流山 小5  2:43.67 
15 木下　美来 鐘ヶ淵 中1  2:44.44 
16 内田　亜耶 鐘ヶ淵 小6  2:44.48 
17 濁川　里香 横浜 小6  2:47.64 
18 江本　美夕 成瀬 小5  2:48.27 
19 矢野　　遥 曽谷 小6  2:48.48 
20 長谷川しおり 横浜 小5  2:48.61 
21 小川　聖華 清瀬 小6  2:51.28 
22 内田　早紀 横浜 小6  2:51.96 



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:5 女子　個人メドレー200m
【タイム決勝　　13-14歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 松本　　萌 横浜 中1  2:23.01 
2 斎藤　千紘 目黒 中1  2:25.74 
3 高梨　汐音 研究所 中3  2:27.43 
4 木村　莉乃 目黒 中1  2:27.57 
5 大久保広美 府中 中2  2:28.49 
6 泉　　優香 Ｓ千葉 中2  2:29.30 
7 松左川知奈 Ｓ千葉 中2  2:29.55 
7 川村　はな 成城 中1  2:29.55 
9 松島　香帆 研究所 中1  2:29.56 
9 山口　華奈 研究所 中3  2:29.56 

11 長谷川七海 目黒 中1  2:29.85 
12 山口　燦和 上池袋 中2  2:30.38 
13 永冨　由佳 Ｓ千葉 中1  2:30.81 
14 村田　瑛菜 浦安 中3  2:31.36 
15 原　由希子 鐘ヶ淵 中3  2:31.44 
16 新井　美月 浦安 中1  2:31.86 
17 吉野　汐里 西東京 中1  2:32.42 
18 溝淵　真由 成瀬 中2  2:33.20 
19 齋藤　一葉 目黒 中1  2:34.94 
20 山﨑　あみ Ｓ千葉 中2  2:35.09 
21 田中　里彩 上池袋 中1  2:36.16 
22 大竹　梨乃 東戸塚 中1  2:36.63 
23 小川　彩璃 曽谷 中2  2:37.05 
24 佐藤　夏芽 成瀬 中2  2:37.90 
25 宮野　舞衣 湘南台 中3  2:38.63 
26 佐久間萌衣 Ｓ千葉 中1  2:40.60 
27 横田　和花 流山 中1  2:41.46 
28 福岡　　楓 鐘ヶ淵 中1  2:42.37 

真田　杏珠 鐘ヶ淵 中2

競技No:7 女子　個人メドレー 200m
【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  2:19.72 
2 石井　茉宏 上池袋 高1  2:20.99 
3 宇佐見　渚 研究所 高1  2:22.40 
4 高谷　美結 研究所 高3  2:22.73 
5 戸井田真弥 ときわ台 高2  2:23.82 
6 富岡　茉純 上池袋 中3  2:25.15 
7 伊東　美音 横浜 中3  2:25.49 
7 溝上　壽乃 上池袋 高3  2:25.49 
9 玉川　詩織 ときわ台 高2  2:26.72 

10 中島亜沙姫 浦安 高2  2:28.52 
11 小松崎千尋 曽谷 中3  2:28.61 
12 麻野　怜香 多摩 中3  2:29.09 
13 早河　花菜 川越 高1  2:31.21 
14 大音　瑞季 浦安 中3  2:32.82 
15 真如　美優 研究所 高2  2:33.31 
16 久保園佳奈 流山 高1  2:33.41 
17 駒野沙也加 上池袋 高3  2:33.55 
18 竹内　瑠奈 本郷台 高2  2:35.73 


