
東海選手権選考資料

男子  小学生 自由形50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

原科佐久斗 ＪＳＳ一宮     27.04 07/18小61

杉本 直樹 ＳＳＣ竜城     27.37 09/05小62

舩越 健 岡崎竜城SC南     27.45 08/01小63

粂 海翔 平針ＳＳ     28.06 08/01小64

西田 暁 稲沢ＳＳ     28.08 09/05小65

岩瀬 智也 ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺     28.10 07/18小66

石原 悠大 ＪＳＳ守山     28.55 09/04小67

前原 一斗 ＢＩＧアミ     28.56 08/01小68

小澤悠大朗 稲沢ＳＳ     28.66 07/18小69

渡邉 悠叶 ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺     28.68 08/01小610

男子  小学生 自由形100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

原科佐久斗 ＪＳＳ一宮     59.63 07/31小61

舩越 健 岡崎竜城SC南     59.97 07/31小62

鈴木 那周 ＳＡＬＡ     59.99 07/31小63

粂 海翔 平針ＳＳ   1:00.22 07/04小64

岩瀬 智也 ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺   1:00.23 07/31小65

杉本 直樹 ＳＳＣ竜城   1:01.19 08/29小66

西田 暁 稲沢ＳＳ   1:01.45 08/22小67

近藤 海斗 ＪＳＳ一宮   1:03.32 07/31小68

前原 一斗 ＢＩＧアミ   1:03.73 07/31小69

立松 蒼都 名鉄ＳＳ岩倉   1:03.75 07/31小610

男子  小学生 背泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

粂 海翔 平針ＳＳ     30.74 08/01小61

大竹 心 パル西尾     32.02 08/01小62

舩越 健 岡崎竜城SC南     32.10 06/13小63

近藤 海斗 ＪＳＳ一宮     33.15 08/01小64

村木 宏瞭 ビート守山     33.21 05/30小65

川井 幸大 ＢＩＧアミ     33.38 09/05小66

後藤 樹 コパン東浦     33.57 08/01小67

原科佐久斗 ＪＳＳ一宮     33.58 09/05小68

岩田 新市 イトマン中村     33.75 08/01小69

水野 洋希 城西ＳＳ     33.83 08/01小610

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  小学生 背泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

粂 海翔 平針ＳＳ   1:06.50 05/01小61

岩田 新市 イトマン中村   1:10.44 07/31小62

大竹 心 パル西尾   1:10.82 07/31小63

近藤 海斗 ＪＳＳ一宮   1:12.10 07/04小64

村木 宏瞭 ビート守山   1:12.76 07/31小65

貝瀬 貫太 ソノダＳＳ   1:13.63 07/17小66

露﨑 梨斗 みなとＳＳ   1:14.11 05/02小67

後藤 樹 コパン東浦   1:14.38 07/31小68

徳永 拓也 ｲﾄﾏﾝ春日井   1:14.76 07/31小59

水野 洋希 城西ＳＳ   1:14.91 07/17小610

男子  小学生 平泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

二宮 奏介 パル知立     34.02 08/01小61

小澤悠大朗 稲沢ＳＳ     34.95 06/13小62

岩田 新市 イトマン中村     35.26 07/18小63

粂 海翔 平針ＳＳ     35.39 07/18小64

奥村 俊明 ウィル大口     35.39 06/13小64

尾関 透次 ＪＳＳ比良     35.59 07/03小56

舩越 健 岡崎竜城SC南     35.72 09/05小67

川井 幸大 ＢＩＧアミ     35.75 09/05小68

杉本 直樹 ＳＳＣ竜城     36.14 09/05小69

杉山 昊徽 岡崎竜城SC南     36.35 09/05小610

男子  小学生 平泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

二宮 奏介 パル知立   1:13.82 07/31小61

小澤悠大朗 稲沢ＳＳ   1:16.09 06/06小62

尾関 透次 ＪＳＳ比良   1:17.21 07/17小53

杉山 昊徽 岡崎竜城SC南   1:17.75 07/31小64

奥村 俊明 ウィル大口   1:18.68 05/01小65

河村 翔琉 ビート守山   1:19.12 07/31小66

河村 拓磨 ビート守山   1:19.69 07/31小67

川井 幸大 ＢＩＧアミ   1:19.92 07/17小68

小窪 海聖 イトマン中村   1:21.15 07/17小59

鈴掛 雄大 岡崎竜城ＳＣ   1:22.02 07/17小610

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  小学生 バタフライ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

原科佐久斗 ＪＳＳ一宮     28.87 09/05小61

石原 悠大 ＪＳＳ守山     29.12 08/01小62

舩越 健 岡崎竜城SC南     29.41 08/01小63

浅野 凰真 ＫＬ春日井     29.96 08/01小64

杉本 直樹 ＳＳＣ竜城     30.07 09/05小65

立松 蒼都 名鉄ＳＳ岩倉     30.08 09/05小66

川井 幸大 ＢＩＧアミ     30.09 07/18小67

高橋 穂積 西尾ＤＳＣ     30.45 09/05小68

粂 海翔 平針ＳＳ     30.49 09/04小69

小澤悠大朗 稲沢ＳＳ     30.54 07/03小610

男子  小学生 バタフライ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

石原 悠大 ＪＳＳ守山   1:04.69 07/31小61

原科佐久斗 ＪＳＳ一宮   1:05.24 07/17小62

舩越 健 岡崎竜城SC南   1:05.51 07/17小63

杉本 直樹 ＳＳＣ竜城   1:05.79 08/29小64

浅野 凰真 ＫＬ春日井   1:07.57 07/04小65

田島ノエル光陽 イトマン中村   1:07.77 07/31小56

野原 勇我 ＢＩＧアミ   1:08.00 06/06小57

川井 幸大 ＢＩＧアミ   1:08.11 05/30小68

高橋 穂積 西尾ＤＳＣ   1:08.19 07/31小69

露﨑 梨斗 みなとＳＳ   1:08.57 08/29小610

男子  小学生 個人メドレー200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

川井 幸大 ＢＩＧアミ   2:23.72 07/31小61

粂 海翔 平針ＳＳ   2:25.79 07/17小62

小澤悠大朗 稲沢ＳＳ   2:29.43 07/17小63

宇佐美惺哉 稲沢ＳＳ   2:31.43 05/01小64

岩瀬 智也 ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺   2:32.01 06/20小65

西田 暁 稲沢ＳＳ   2:33.59 06/20小66

岩田 新市 イトマン中村   2:33.75 05/30小67

舩越 健 岡崎竜城SC南   2:34.11 06/06小68

奥村 俊明 ウィル大口   2:35.74 07/31小69

浅野 凰真 ＫＬ春日井   2:36.26 06/06小610

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  中学生 自由形50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

山田 太陽 Ｖトピア小牧     23.87 08/29中31

浅野 雅久 日進北     24.05 08/18中22

土方 遥斗 平針ＳＳ     24.48 07/18中33

河田 怜 竜海     24.78 07/28中34

丸山 隼 ウィル大口     24.82 07/18中35

藤田 健矢 守山     24.82 07/28中35

杉浦 征典 名鉄ＳＳ刈谷     25.09 07/18中27

鈴木 獅音 イトマン中村     25.31 07/18中38

源口 宗祐 若水     25.34 08/07中39

金子 翔 滝ノ水     25.42 07/28中310

男子  中学生 自由形100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

浅野 雅久 ＮＰＯ口論義     53.24 07/17中21

西川 我咲 ＫＬ春日井     53.24 04/04中31

土方 遥斗 平針ＳＳ     53.34 08/25中33

山田 太陽 Ｖトピア小牧     53.35 08/25中34

堀田 武蔵 コパン鳴海     54.03 07/18中35

丸山 隼 ウィル大口     54.22 08/29中36

杉浦 征典 名鉄ＳＳ刈谷     54.51 07/18中27

金子 翔 コパン鳴海     55.19 08/29中38

橋本 英明 みなとＳＳ     55.32 05/02中39

吉田 聖 ﾙﾈｻﾝｽ小幡     55.35 08/25中110

男子  中学生 自由形400m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

西川 我咲 ＫＬ春日井   4:02.03 06/06中31

堀田 武蔵 桜田   4:04.48 08/19中32

村佐 達也 名鉄ＳＳ刈谷   4:06.39 07/04中33

宮島 勇哉 猪高   4:10.43 07/29中34

丸田 健登 ビート守山   4:15.33 07/18中35

前田 篤 アシスト蟹江   4:19.88 07/18中26

吉村 夏彦 尾西第一   4:20.36 08/07中37

芳賀 樹 ｲﾄﾏﾝ春日井   4:20.41 07/18中18

田中 稜大 名古屋ＳＣ   4:22.36 08/29中29

鈴木 崇弘 豊橋ＳＳ   4:23.21 05/02中210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  中学生 背泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

金子 翔 コパン鳴海     28.08 09/04中31

大島 佑互 コナミ杁中     28.48 06/05中32

鈴木 郁真 ＫＬ西春日井     28.64 07/03中33

井上 凱道 イトマン中村     28.84 07/18中14

芳賀 樹 ｲﾄﾏﾝ春日井     29.48 07/03中15

小倉 幹弘 みなとＳＳ     29.96 07/18中36

林 直道 ビート長久手     30.06 06/20中37

深谷 海斗 ＮＰＯ口論義     30.11 06/20中38

鈴木 崇弘 豊橋ＳＳ     30.21 05/29中29

酒井 聖來 コナミ杁中     30.34 06/05中210

男子  中学生 背泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

西川 我咲 春日井知多     59.66 07/28中31

堀田 武蔵 コパン鳴海   1:01.13 05/30中32

大島 佑互 名古屋八幡   1:01.15 07/29中33

金子 翔 コパン鳴海   1:01.61 08/29中34

奥村 太一 ＢＩＧアミ   1:02.13 07/17中25

森田 旭 桜山   1:02.15 07/29中36

井上 凱道 イトマン中村   1:02.37 07/25中17

芳賀 樹 ｲﾄﾏﾝ春日井   1:02.46 08/26中18

栗原 修司 ＫＬ春日井   1:02.73 07/17中29

土方 遥斗 平針ＳＳ   1:02.82 05/01中310

男子  中学生 背泳ぎ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

栗原 修司 春日井中部   2:11.52 07/28中21

奥村 太一 高蔵寺   2:11.84 07/28中22

原田 拓弥 東邦ＳＣ   2:13.52 08/29中23

森田 旭 桜山   2:13.68 07/28中34

芳賀 樹 ｲﾄﾏﾝ春日井   2:14.46 08/24中15

大島 佑互 名古屋八幡   2:15.42 07/28中36

浅野 快晴 ＢＩＧアミ   2:15.49 07/18中27

岩田 祐人 知立南   2:16.01 07/28中38

井上 凱道 イトマン中村   2:17.79 06/05中19

鈴木 郁真 ＫＬ西春日井   2:18.40 07/18中310

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  中学生 平泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

山下 哲平 名鉄ＳＳ刈谷     30.49 07/03中31

青山 陽斗 西尾ＤＳＣ     31.47 09/05中12

木村煌一郎 平針ＳＳ     31.60 09/04中33

田中 稜大 名古屋ＳＣ     31.62 07/18中24

丸山 隼 ウィル大口     31.83 09/05中35

藤森 聡太 ＢＩＧアミ     32.09 09/05中26

黒河内颯太 コナミ豊田     32.25 08/22中17

川平 治樹 ＭＹＳ名学院     32.31 07/18中38

川田 翔愛 Ｖトピア一宮     32.38 09/05中29

松浜 理人 ＢＩＧ加木屋     32.39 05/30中310

男子  中学生 平泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

山下 哲平 依佐美   1:06.76 07/29中31

木村煌一郎 植田   1:07.14 07/29中32

青山 陽斗 鶴城   1:07.95 07/29中13

林 宏透 岩倉南部   1:08.67 08/07中14

田中 稜大 名古屋ＳＣ   1:08.85 07/17中25

中村 泰晟 東邦ＳＣ   1:08.93 08/29中16

小松 斗葵 みなとＳＳ   1:09.08 07/17中17

松浜 理人 ＢＩＧ加木屋   1:09.30 05/30中38

両星 翔太 六ツ美北   1:09.44 07/29中39

原田 拓弥 東邦ＳＣ   1:09.79 05/30中210

男子  中学生 平泳ぎ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

原田 拓弥 東邦ＳＣ   2:23.13 08/29中21

青山 陽斗 鶴城   2:24.85 08/07中12

田中 稜大 川名   2:25.89 07/28中23

木村煌一郎 植田   2:26.11 07/28中34

松浜 理人 加木屋   2:27.54 07/28中35

佐藤 玄都 アシスト蟹江   2:27.82 08/25中16

林 宏透 岩倉南部   2:28.07 07/28中17

中村 泰晟 東海   2:28.09 07/28中18

山田 仁太 大口   2:29.70 07/28中29

伊藤 大貴 春日井中部   2:30.15 07/28中210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  中学生 バタフライ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

浅野 雅久 ＮＰＯ口論義     25.79 09/05中21

藤田 健矢 ﾙﾈｻﾝｽ小幡     25.97 05/09中32

山田 太陽 Ｖトピア小牧     26.03 08/29中33

平井 颯音 ＪＳＳ比良     26.07 08/29中34

笠江 瑛斗 豊田ＳＳ     26.55 07/03中25

丸山 隼 ウィル大口     26.77 09/05中36

渡辺 一喜 Golden Whale     26.91 05/30中17

山﨑 茂波 コパン豊川     27.37 05/29中38

弘末 和司 ＪＳＳ中川     27.40 07/18中29

深谷 海斗 ＮＰＯ口論義     27.42 05/09中310

男子  中学生 バタフライ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

土方 遥斗 平針ＳＳ     55.53 07/17中31

笠江 瑛斗 豊田ＳＳ     56.95 08/26中22

清田 悠生 パル知立     57.34 07/17中23

平井 颯音 山田     57.90 07/29中34

山﨑 茂波 章南     59.05 07/29中35

藤田 健矢 守山     59.12 07/29中36

渡辺 一喜 Golden Whale     59.16 08/22中17

小野 琉星 昭和橋     59.20 07/29中38

伊藤 祥吾 逢妻     59.63 07/29中39

中西 純貴 旭   1:00.42 07/29中210

男子  中学生 バタフライ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

笠江 瑛斗 豊田ＳＳ   2:09.72 08/24中21

中西 純貴 旭   2:10.09 07/28中22

小野 琉星 名古屋ＳＣ   2:10.67 08/29中33

黒田 栄斗 天王   2:11.84 07/28中24

土方 遥斗 平針ＳＳ   2:12.10 04/17中35

前田 篤 東海   2:12.11 07/28中26

山﨑 茂波 コパン豊川   2:12.27 08/29中37

伊藤 祥吾 逢妻   2:15.10 08/07中38

柴田 櫂吏 ｲﾄﾏﾝ春日井   2:16.56 06/05中19

小崎 友也 ＫＬ西春日井   2:16.82 06/05中310

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  中学生 個人メドレー200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

西川 我咲 ＫＬ春日井   2:04.65 07/04中31

橋本 英明 みなとＳＳ   2:07.51 08/25中32

原田 拓弥 東邦ＳＣ   2:10.50 08/25中23

深谷 海斗 大府西   2:10.93 07/29中34

竹内 大輔 豊川南部   2:12.86 08/07中25

土方 遥斗 平針ＳＳ   2:14.05 08/29中36

鈴木 郁真 ＫＬ西春日井   2:14.20 07/17中37

宮島 勇哉 上社ＳＳ   2:14.26 07/17中38

菱川 槙 コナミ杁中   2:14.62 08/25中29

藤森 聡太 ＢＩＧアミ   2:16.30 05/30中210

男子  中学生 個人メドレー400m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

西川 我咲 ＫＬ春日井   4:22.36 08/24中31

橋本 英明 みなとＳＳ   4:31.97 07/18中32

原田 拓弥 水無瀬   4:35.72 08/18中23

前田 篤 アシスト蟹江   4:41.32 08/29中24

深谷 海斗 大府西   4:44.05 07/28中35

菱川 槙 コナミ杁中   4:45.08 08/23中26

竹内 大輔 豊川南部   4:45.18 07/28中27

宮島 勇哉 上社ＳＳ   4:45.58 07/18中38

小崎 友也 丹陽   4:51.00 07/28中39

中西 純貴 ビート守山   4:52.60 07/18中210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  高校生 自由形50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

加藤 遼馬 中京大中京     23.82 07/23高21

小池 晶 愛み大瑞穂高     24.18 08/26高12

加藤 涼 中京大中京高     24.21 07/03高13

大河原英登 愛産大三河     24.39 06/27高24

尾関 啓太 豊川高     24.61 07/03高15

古池 悠史 中京大中京高     24.72 07/03高16

竹田 夏基 中村     24.73 06/27高27

浅井 康栄 名古屋ＳＣ     24.98 08/29高28

三木 啓資 名鉄ＳＳ刈谷     25.03 05/02高29

野末 尚汰 豊橋東高     25.12 06/19高210

男子  高校生 自由形100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

坂本 琉耶 中京大中京     51.50 07/25高21

加藤 遼馬 中京大中京高     52.24 06/06高22

加藤 涼 中京大中京高     52.27 06/06高13

岩村 航佑 中京大中京     52.52 07/25高14

小池 晶 愛み大瑞穂     52.59 09/18高15

佐野 太優 中京大中京     52.61 09/18高16

尾関 啓太 豊川     52.90 09/18高17

宇野 巧望 名古屋     53.01 06/26高28

岡田 弘斗 名古屋     53.15 09/18高19

小林 夢翔 愛産大三河     53.19 06/26高210

男子  高校生 自由形200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

坂本 琉耶 中京大中京   1:52.54 07/24高21

佐野 太優 中京大中京   1:54.48 07/24高12

小池 晶 愛み大瑞穂   1:54.70 09/18高13

熊野 礼朗 時習館   1:54.78 07/24高24

浅井 康栄 愛み大瑞穂   1:55.44 09/18高25

安江 有貴 Myスイム東名   1:55.79 04/17高26

小林 夢翔 岡崎竜城ＳＣ   1:55.93 05/29高27

吉良 皓稀 豊川   1:56.00 09/18高18

山口 冬晟 名古屋   1:56.19 06/27高29

岡田 弘斗 名古屋   1:56.52 09/18高110

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  高校生 自由形400m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

坂本 琉耶 中京大中京高   3:59.80 07/04高21

加藤 涼 中京大中京高   4:00.40 07/04高12

伊藤 銀士 中京大中京   4:00.53 07/25高23

小池 晶 愛み大瑞穂高   4:03.89 08/29高14

氏原 拓人 豊川   4:04.41 06/26高25

早川祐偉人 中京大中京   4:06.29 06/26高16

山口 冬晟 名古屋   4:07.30 06/26高27

熊野 礼朗 豊橋ＳＳ   4:09.73 05/29高28

佐野 太優 中京大中京高   4:10.52 07/04高19

皆嶋 大地 東邦   4:11.76 09/18高110

男子  高校生 背泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

笠原 大知 豊川高     27.77 06/05高21

安江 有貴 Myスイム東名     28.05 05/01高22

粥川 颯柊 名鉄ＳＳ岩倉     28.13 09/05高13

井野 拓哉 パル西尾     28.67 07/03高24

井澤 良介 ﾙﾈｻﾝｽ小幡     29.14 05/09高15

髙東 大夢 ＪＳＳ中川     29.37 09/04高26

松本 翔亜 みなとＳＳ     29.64 04/17高17

岩井 凌央 ＭＹＳ名学院     29.89 04/04高28

中山虎之介 豊川高     29.91 05/09高19

大﨑 湧斗 ＳＳＣ竜城     29.93 05/29高210

男子  高校生 背泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

笠原 大知 豊川     57.26 09/18高21

安江 有貴 中京大中京     57.65 08/18高22

坂本 琉耶 中京大中京     58.54 09/18高23

加藤 涼 中京大中京     58.72 06/26高14

野口 壱紳 豊川高     59.60 06/06高25

佐竹 悠大 名古屋     59.94 09/18高26

村田李々冬 豊川高   1:00.07 06/06高27

楠村 圭悟 鳴海   1:00.53 06/26高28

小川 慶将 豊川高   1:00.67 08/24高29

小池 晶 愛み大瑞穂高   1:00.77 06/06高110

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  高校生 背泳ぎ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

安江 有貴 中京大中京   2:04.00 07/24高21

笠原 大知 豊川   2:04.26 07/24高22

野口 壱紳 豊川   2:05.84 09/18高23

村田李々冬 豊川   2:09.10 09/18高24

佐竹 悠大 名古屋   2:09.25 06/27高25

楠村 圭悟 平針ＳＳ   2:10.63 07/03高26

松本 翔亜 中京大中京   2:11.93 06/27高17

井澤 良介 名古屋   2:12.05 06/27高18

松下 直将 中京大中京高   2:12.15 07/03高29

朝倉 悠斗 岡崎竜城ＳＣ   2:12.54 08/29高210

男子  高校生 平泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

和田 望実 豊川高     29.84 06/05高11

山崎倖太朗 岡崎竜城ＳＣ     29.93 05/02高22

新美 大輝 パル西尾     29.98 09/05高23

倉橋 駿斗 中京大中京高     30.20 07/03高14

川人 玲温 豊川高     30.27 06/05高25

石原 竜 コナミ杁中     30.31 06/05高26

浅田 祐太 コナミ蒲郡     30.84 07/03高27

梅村 已織 中京大中京高     30.89 07/03高18

大田 廉都 パル西尾     31.06 08/29高19

草賀 秀斗 ＭＹＳ名学院     31.29 06/05高210

男子  高校生 平泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

杉浦凜汰郎 中京大中京   1:03.27 09/18高21

川人 玲温 豊川高   1:03.49 08/24高22

尾関 啓太 豊川高   1:03.56 08/24高13

和田 望実 豊橋ＳＳ   1:04.00 08/29高14

山崎倖太朗 名古屋高   1:04.16 06/06高25

倉橋 駿斗 中京大中京   1:04.57 06/26高16

新美 大輝 愛産大三河   1:04.61 06/26高27

石原 竜 コナミ杁中   1:04.92 04/17高28

谷 一輝 名古屋   1:05.02 06/26高29

浅田 祐太 愛産大三河   1:05.10 06/26高210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  高校生 平泳ぎ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

川人 玲温 豊川   2:13.88 09/18高21

倉橋 駿斗 中京大中京   2:15.91 09/18高12

和田 望実 豊川   2:16.24 09/18高13

石原 竜 コナミ杁中   2:16.75 04/17高24

杉浦凜汰郎 中京大中京   2:16.81 07/24高25

山崎倖太朗 名古屋   2:16.87 06/27高26

谷 一輝 名古屋高   2:19.38 07/03高27

尾関 啓太 豊川高   2:20.25 06/05高18

新美 大輝 愛産大三河   2:21.03 06/27高29

山岡 大悟 名古屋ＳＣ   2:22.37 06/05高210

男子  高校生 バタフライ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

加藤 遼馬 岡崎竜城ＳＣ     25.37 08/29高21

三輪 真瞳 名古屋高     25.80 07/03高22

宇野 巧望 名古屋高     25.85 07/03高23

與河 大起 豊川高     26.20 09/05高24

金子 藍大 名古屋高     26.23 07/03高15

白井 暉士 愛産大三河高     26.66 07/03高26

石川 祐樹 愛み大瑞穂高     26.74 07/03高27

大﨑 湧斗 ＳＳＣ竜城     26.77 05/29高28

亀井 大巨 愛産大三河高     26.86 07/03高19

粥川 颯柊 名鉄ＳＳ岩倉     27.02 09/05高110

男子  高校生 バタフライ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

三輪田理央 中京大中京     55.38 06/26高21

岡田 弘斗 名古屋     56.00 06/26高12

宮﨑 瞬 中京大中京     56.19 06/26高23

加藤 涼 中京大中京高     56.22 08/26高14

加藤 遼馬 岡崎竜城ＳＣ     56.44 05/29高25

三輪 真瞳 名古屋     56.46 06/26高26

與河 大起 豊川     56.94 06/26高27

武内 佑緯 愛産大三河     56.98 06/26高18

宇野 巧望 名古屋高     57.69 07/04高29

熊野 礼朗 豊橋ＳＳ     57.74 07/04高210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

男子  高校生 バタフライ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

三輪田理央 中京大中京   2:01.39 07/24高21

宮﨑 瞬 中京大中京高   2:02.33 07/03高22

岡田 弘斗 コナミ豊田   2:05.00 07/03高13

中山虎之介 豊川   2:06.14 07/24高14

氏原 拓人 豊川高   2:06.46 06/05高25

與河 大起 豊川   2:06.64 07/24高26

山田 健輔 パル西尾   2:08.69 05/02高17

白井 暉士 愛産大三河   2:08.96 09/18高28

伊藤 巧遥 名古屋   2:09.69 06/27高29

西平 京介 ＢＩＧ加木屋   2:11.19 08/29高110

男子  高校生 個人メドレー200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

加藤 涼 中京大中京   2:04.30 07/25高11

岩村 航佑 中京大中京   2:07.09 09/18高12

野口 壱紳 豊川   2:07.13 07/25高23

小川 慶将 上社ＳＳ   2:09.07 08/29高24

渡邉 真裕 コパン豊川   2:09.60 08/29高25

山田 隼渡 南山(Ｍ)   2:10.56 06/26高26

勝川 優 名鉄ＳＳ岩倉   2:10.77 07/04高17

小畑 捷人 名古屋   2:10.90 06/26高28

和田 望実 豊橋ＳＳ   2:11.91 08/29高19

金子 藍大 名古屋   2:12.44 06/26高110

男子  高校生 個人メドレー400m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

加藤 涼 中京大中京   4:26.12 07/24高11

渡邉 真裕 豊川   4:31.55 07/24高22

山田 隼渡 東邦ＳＣ   4:32.11 08/29高23

小川 慶将 豊川高   4:37.07 06/05高24

近藤 貫太 愛み大瑞穂   4:37.30 09/18高25

岩村 航佑 中京大中京高   4:37.32 06/05高16

小畑 捷人 名古屋   4:38.49 06/27高27

工藤 蓮 中京大中京高   4:41.57 07/03高18

井澤 良介 ﾙﾈｻﾝｽ小幡   4:43.73 06/05高19

白井 望見 小坂井   4:46.03 09/18高210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  小学生 自由形50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

入江 夏帆 みなとＳＳ     28.00 09/04小61

丹所映瑠紗 ビート守山     29.03 05/30小62

杉浦 遥香 イトマン中村     29.06 09/04小63

明樂 美紀 ＢＩＧ加木屋     29.08 07/18小64

飼沼 夏帆 桃太郎ＳＳ     29.16 08/01小65

柴田 奈那 コパン豊川     29.58 07/03小66

内山 愛菜 コパン鳴海     29.64 07/03小67

川口みよみ 稲沢ＳＳ     29.70 07/03小68

千田 琴望 イトマン中村     29.70 09/04小68

森 杏菜 イトマン中村     29.72 09/04小610

女子  小学生 自由形100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

入江 夏帆 みなとＳＳ   1:00.41 07/04小61

杉浦 遥香 イトマン中村   1:02.70 07/31小62

飼沼 夏帆 桃太郎ＳＳ   1:03.52 07/31小63

丹所映瑠紗 ビート守山   1:04.06 05/30小64

後藤 咲子 アシスト蟹江   1:04.44 07/04小55

明樂 美紀 ＢＩＧ加木屋   1:04.83 07/17小66

今井 彩羽 ＫＬ春日井   1:04.97 07/04小67

水元 晴香 豊田ＳＳ   1:05.09 06/06小68

栗田 唯花 ＪＳＳ中川   1:05.14 05/30小69

谷口ひまり ＪＳＳ中川   1:05.15 07/04小610

女子  小学生 背泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

入江 夏帆 みなとＳＳ     31.45 09/04小61

森 杏菜 イトマン中村     32.51 08/01小62

伊藤 愛珠 ｲﾄﾏﾝ春日井     33.29 06/13小63

松本 夏南 ＪＳＳ一宮     33.36 08/01小54

千田 琴望 イトマン中村     33.45 08/01小65

川口みよみ 稲沢ＳＳ     33.60 06/13小66

丹所映瑠紗 ビート守山     33.75 07/03小67

三國 玲 ﾙﾈｻﾝｽ小幡     34.42 08/01小58

坂野 愛未 名鉄ＳＳ岩倉     34.47 07/03小69

谷口ひまり ＪＳＳ中川     34.55 07/25小610

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  小学生 背泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

入江 夏帆 みなとＳＳ   1:08.53 07/17小61

森 杏菜 イトマン中村   1:11.53 07/17小62

千田 琴望 イトマン中村   1:12.06 07/17小63

伊藤 愛珠 ｲﾄﾏﾝ春日井   1:12.36 07/31小64

松本 夏南 ＪＳＳ一宮   1:12.54 08/29小55

川口みよみ 稲沢ＳＳ   1:13.17 05/01小66

坂野 愛未 名鉄ＳＳ岩倉   1:13.75 07/04小67

長島 采花 ｲﾄﾏﾝ春日井   1:13.78 07/17小68

鈴木 里桜 岡崎竜城SC南   1:14.84 07/31小69

稲垣 心空 コナミ豊田   1:14.95 07/04小610

女子  小学生 平泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

明樂 美紀 ＢＩＧ加木屋     35.11 06/13小61

與河 沙奈 ｲﾄﾏﾝ春日井     35.86 08/01小62

西村 英 ビート守山     35.99 08/22小53

伏見 真琴 イトマン中村     37.13 08/01小44

五十嵐 礼 名古屋ＳＣ     37.17 08/29小65

槇尾 雅楽 ビート長久手     37.38 08/01小66

山下 芽依 名鉄ＳＳ刈谷     37.42 06/13小67

後藤 咲子 アシスト蟹江     37.49 06/13小58

西村 妃以 稲沢ＳＳ     37.53 09/05小59

栗田 唯花 ＪＳＳ中川     37.58 08/29小610

女子  小学生 平泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

與河 沙奈 ｲﾄﾏﾝ春日井   1:15.68 08/23小61

入江 夏帆 みなとＳＳ   1:16.01 05/30小62

明樂 美紀 ＢＩＧ加木屋   1:17.31 07/17小63

五十嵐 礼 名古屋ＳＣ   1:20.56 08/29小64

栗田 唯花 ＪＳＳ中川   1:20.64 08/29小65

西村 英 ビート守山   1:20.80 07/31小56

大友 梨緒 稲沢ＳＳ   1:20.86 07/31小57

石川 果林 ビート守山   1:21.08 05/30小68

山下 芽依 名鉄ＳＳ刈谷   1:21.63 07/04小69

矢野あかり ビート守山   1:21.69 05/30小610

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  小学生 バタフライ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

入江 夏帆 みなとＳＳ     28.78 08/23小61

吉子 未夏 ｲﾄﾏﾝ春日井     30.98 08/23小62

井谷 朱里 コナミ豊田     31.10 05/30小63

明樂 美紀 ＢＩＧ加木屋     31.12 06/13小64

加藤みはね Ｖトピア小牧     31.29 08/29小65

松村 一花 ＪＳＳ中川     31.39 07/18小66

柴田 奈那 コパン豊川     31.47 07/03小67

西村 妃以 稲沢ＳＳ     31.56 04/04小58

長谷川歩実 名古屋ＳＣ     31.60 06/20小69

祖父江咲奈 イトマン中村     31.82 07/18小610

女子  小学生 バタフライ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

入江 夏帆 みなとＳＳ   1:03.06 08/22小61

長谷川歩実 名古屋ＳＣ   1:08.53 08/29小62

祖父江咲奈 イトマン中村   1:08.84 07/31小63

西村 妃以 稲沢ＳＳ   1:09.45 08/29小54

小林 柚葉 パル西尾   1:10.52 07/04小55

松村 一花 アシスト蟹江   1:10.77 07/31小66

明樂 美紀 ＢＩＧ加木屋   1:11.03 08/29小67

吉子 未夏 ｲﾄﾏﾝ春日井   1:11.05 07/31小68

加藤みはね Ｖトピア小牧   1:11.07 08/29小69

古鷹 花帆 桃太郎ＳＳ   1:12.55 07/31小610

女子  小学生 個人メドレー200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

入江 夏帆 みなとＳＳ   2:21.31 08/22小61

後藤 咲子 アシスト蟹江   2:32.20 08/22小52

杉浦 遥香 イトマン中村   2:32.79 05/30小63

西村 妃以 稲沢ＳＳ   2:33.80 07/31小54

與河 沙奈 ｲﾄﾏﾝ春日井   2:37.09 06/06小65

丹所映瑠紗 ビート守山   2:37.22 04/04小66

栗田 唯花 ＪＳＳ中川   2:37.35 06/06小67

長谷川歩実 名古屋ＳＣ   2:37.50 06/06小68

千田 琴望 イトマン中村   2:38.33 05/30小69

柴田 奈那 コパン豊川   2:38.50 07/17小610

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  中学生 自由形50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

伊東 開耶 ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘     25.98 08/26中31

平井 瑞希 コパン鳴海     26.94 04/18中32

熊谷 綾真 豊南     27.22 07/28中33

小山 優來 豊川東部     27.23 07/28中24

小林愛侑子 城山     27.36 07/28中35

志田 葵 平坂     27.50 07/28中16

福岡 佑月 猿投台     27.53 07/28中37

野末 栞菜 石巻     27.77 07/28中28

澁谷枝実鈴 ビート守山     27.86 07/18中39

渡邊 真央 Ｖトピア一宮     27.87 08/29中310

女子  中学生 自由形100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

伊東 開耶 ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘     56.41 08/25中31

米田 愛菜 みなとＳＳ     58.95 05/02中32

山口 愛華 東邦ＳＣ     59.15 05/01中33

熊谷 綾真 豊田ＳＳ     59.21 05/02中34

福岡 佑月 コナミ豊田     59.46 07/17中35

渡邊 真央 一宮北部     59.58 07/29中36

平井 瑞希 刈谷南     59.87 07/29中37

野末 栞菜 豊橋ＳＳ   1:00.30 07/04中28

緒方 愛 東邦ＳＣ   1:00.54 08/29中39

澁谷枝実鈴 ビート守山   1:01.01 04/04中310

女子  中学生 自由形400m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

山口 愛華 東邦ＳＣ   4:21.31 05/01中31

米田 愛菜 みなとＳＳ   4:26.17 06/06中32

緒方 愛 旭   4:30.30 07/29中33

永田 愛奈 朝日丘   4:31.93 07/29中34

川合 凪彩 コナミ豊田   4:35.83 07/18中25

野澤 花菜 稲沢ＳＳ   4:36.32 08/29中36

丹羽 和希 大口   4:36.47 07/29中37

祖父江和奏 御田   4:38.20 07/29中38

澁谷枝実鈴 ビート守山   4:39.56 07/18中39

上田 唯愛 豊橋ＳＳ   4:39.95 08/29中310

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  中学生 背泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

平井 瑞希 コパン鳴海     29.19 09/04中31

伊東 開耶 ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘     29.40 05/30中32

志田 葵 パル西尾     30.50 07/03中13

小山 優來 コナミ蒲郡     30.95 05/29中24

福地 若菜 平針ＳＳ     31.35 04/18中35

猪又 彩 ＢＩＧアミ     31.65 04/04中16

三宅 優香 ビート守山     31.68 07/18中17

杉浦 愛姫 パル西尾     31.91 05/02中38

中山 夢菜 上社ＳＳ     31.92 07/03中29

阿部 光希 イトマン中村     32.14 09/04中310

女子  中学生 背泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

平井 瑞希 刈谷南   1:03.11 07/28中31

長島 知咲 みなとＳＳ   1:05.74 08/29中32

上田 唯愛 羽田   1:06.04 07/29中33

猪又 彩 瀬戸南山   1:06.43 07/29中14

志田 葵 パル西尾   1:06.82 07/04中15

三宅 優香 ビート守山   1:06.93 08/23中16

阿部 光希 イトマン中村   1:07.96 07/25中37

杉浦 愛姫 パル西尾   1:08.29 07/04中38

大宮美月輝 みなとＳＳ   1:08.35 05/02中19

中山 夢菜 上社ＳＳ   1:08.70 06/06中210

女子  中学生 背泳ぎ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

長島 知咲 みなとＳＳ   2:19.88 05/02中31

上田 唯愛 羽田   2:20.19 07/28中32

猪又 彩 瀬戸南山   2:22.44 07/28中13

三宅 優香 聖霊   2:23.81 07/28中14

大宮美月輝 港北   2:24.12 07/28中15

平井 瑞希 コパン鳴海   2:24.19 08/29中36

松本 萌夢 みなとＳＳ   2:25.76 07/18中27

笠原 菜央 加木屋   2:26.12 07/28中28

大島 良奈 知多八幡   2:27.18 07/28中39

松長 亜実 名鉄ＳＳ刈谷   2:28.49 06/05中310

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  中学生 平泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

恒川 小春 イトマン中村     33.66 07/18中21

増田 早優 ビート守山     34.62 07/03中22

貝沼 嶺々 名古屋ＳＣ     34.63 05/09中23

伊藤 梨彩 岡崎竜城ＳＣ     34.65 09/05中34

岸原くるみ 岡崎竜城ＳＣ     34.90 08/22中15

杉浦 愉羅 パル西尾     35.00 07/18中36

内山 朝陽 岡崎竜城SC南     35.05 06/05中27

山中 咲奈 ＪＳＳ中川     35.26 07/18中18

林 真子 ﾙﾈｻﾝｽ小幡     35.30 06/05中39

久保田乙妃 イトマン中村     35.36 09/04中110

女子  中学生 平泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

恒川 小春 イトマン中村   1:12.50 07/04中21

貝沼 嶺々 新郊   1:13.28 07/29中22

三木 奏葉 名鉄ＳＳ刈谷   1:14.15 07/04中33

山中 咲奈 ＪＳＳ中川   1:14.31 07/17中14

伊藤 梨彩 岡崎竜城ＳＣ   1:15.00 06/06中35

内山 朝陽 岡崎竜城SC南   1:15.35 06/06中26

久間圭奈子 ｲﾄﾏﾝ春日井   1:15.39 07/17中27

増田 早優 ビート守山   1:15.94 06/06中28

杉浦 愉羅 パル西尾   1:16.02 05/02中39

岸原くるみ 岡崎竜城ＳＣ   1:16.30 07/04中110

女子  中学生 平泳ぎ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

山中 咲奈 一柳   2:35.21 07/28中11

恒川 小春 椙山女学園   2:36.47 07/28中22

貝沼 嶺々 名古屋ＳＣ   2:36.96 04/18中23

三木 奏葉 刈谷南   2:39.76 07/28中34

久間圭奈子 岩崎   2:39.96 08/07中25

伊藤 梨彩 岡崎竜城ＳＣ   2:41.18 05/29中36

佐藤 世和 加木屋   2:41.73 07/28中37

内山 朝陽 岡崎竜城SC南   2:42.27 05/29中28

杉浦 愉羅 パル西尾   2:42.88 05/02中39

大石 佳奈 知多中部   2:45.30 07/28中210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  中学生 バタフライ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

牛塲 彩乃 ｲﾄﾏﾝ春日井     28.78 06/13中11

志田 葵 パル西尾     29.21 05/02中12

渡邊 真央 Ｖトピア一宮     29.26 07/18中33

犬塚 瞳 パル西尾     29.43 07/03中34

澁谷枝実鈴 ビート守山     29.65 04/04中35

星川英里奈 城西ＳＳ     29.72 07/03中26

井上 澄奏 イトマン中村     29.81 06/13中17

鈴木 沙都 ビート守山     29.84 07/03中28

浅野 真愛 ＫＬ春日井     29.98 06/05中29

野原 柚夏 ＢＩＧアミ     29.99 07/18中110

女子  中学生 バタフライ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

平井 瑞希 刈谷南   1:00.83 07/29中31

小島 琉瑚 春日井西部   1:02.99 07/29中32

野末 栞菜 豊橋ＳＳ   1:03.41 07/17中23

牛塲 彩乃 ｲﾄﾏﾝ春日井   1:03.41 08/22中13

山口真理恵 豊田ＳＳ   1:05.28 05/29中15

鈴木 沙都 ビート守山   1:05.35 07/17中26

渡邊 真央 Ｖトピア一宮   1:05.41 07/17中37

小寺 花南 イトマン中村   1:05.89 07/17中28

浅野 真愛 ＫＬ春日井   1:06.06 08/29中29

澁谷枝実鈴 ビート守山   1:06.30 07/04中310

女子  中学生 バタフライ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

小島 琉瑚 ｲﾄﾏﾝ春日井   2:14.34 08/24中31

山口真理恵 豊田ＳＳ   2:17.34 08/24中12

浅野 真愛 ＫＬ春日井   2:24.62 08/29中23

小寺 花南 イトマン中村   2:25.60 07/18中24

川合 凪彩 コナミ豊田   2:25.76 05/29中25

本庄 渚 ビート守山   2:28.32 07/18中26

益山 輝虹 ビサイＳＳ   2:29.74 08/29中27

花井 紗奈 柏原   2:29.94 07/28中18

小浜 凛子 青山   2:30.92 07/28中29

山田 真央 名古屋ＳＣ   2:31.58 07/03中310

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  中学生 個人メドレー200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

米田 愛菜 東港   2:18.54 07/29中31

山口真理恵 豊田ＳＳ   2:21.12 07/17中12

永田 愛奈 豊田ＳＳ   2:26.28 07/17中33

桑山眞秀良 ＢＩＧ加木屋   2:26.65 04/18中34

松長 亜実 刈谷南   2:26.92 07/29中35

貝沼 嶺々 名古屋ＳＣ   2:27.04 06/06中26

伊藤 梨彩 岡崎竜城ＳＣ   2:27.52 05/29中37

大嶽 絢 ＮＰＯ口論義   2:27.59 04/18中38

杉浦 未歩 ＪＳＳ中川   2:27.78 06/06中29

加藤 綾野 東邦ＳＣ   2:28.52 07/25中210

女子  中学生 個人メドレー400m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

米田 愛菜 東港   4:53.45 07/28中31

山口真理恵 豊田ＳＳ   4:56.27 08/23中12

永田 愛奈 朝日丘   5:07.29 07/28中33

勝川 玲飛 イトマン中村   5:11.11 07/18中24

大城 璃桜 大口   5:11.87 07/28中25

桑山眞秀良 ＢＩＧ加木屋   5:13.87 06/05中36

杉浦 未歩 ＪＳＳ中川   5:14.57 08/29中27

西村 心花 依佐美   5:14.84 07/28中38

緒方 愛 東邦ＳＣ   5:15.20 07/18中39

中山 夢菜 猪高   5:18.55 07/28中210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  高校生 自由形50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

松浦 百愛 豊川高     26.83 07/03高21

加藤 めい 愛み大瑞穂     27.06 06/27高22

石渡 遥 豊川高     27.46 05/09高23

松浦 未奈 愛工大名電     27.67 07/23高24

小林 花音 日本福祉大付     27.80 06/27高15

古井 円花 中京大中京     27.81 06/27高26

鈴木 彩心 豊川高     27.84 05/09高17

太田 紗彩 豊川高     28.01 05/09高18

増田 妃菜 椙山女学園     28.08 09/18高19

杉本らいむ 中京大中京高     28.28 07/03高110

女子  高校生 自由形100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

石渡 遥 豊川高     58.02 07/04高21

松浦 百愛 豊川高     58.14 06/06高22

木村 日咲 豊川高     58.58 06/06高23

鈴木 彩心 豊川     58.63 09/18高14

安達 真美 豊川高     58.77 07/04高15

鈴木 琴心 豊川     58.84 09/18高16

太田 紗彩 豊川高     58.95 07/04高17

吉川 友萌 中京大中京     59.13 09/18高28

加藤 めい 愛み大瑞穂     59.43 06/26高29

松浦 未奈 愛工大名電   1:00.07 06/26高210

女子  高校生 自由形400m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

花山 彩良 豊川   4:17.56 08/17高11

鈴木 彩心 豊川高校   4:20.65 06/03高12

佐藤 真論 コパン豊川   4:20.73 08/29高23

福島 心響 豊川   4:22.58 06/26高24

小島 光丘 中京大中京   4:23.29 09/18高15

横地 梢 豊川   4:23.50 06/26高26

岡部 天音 愛み大瑞穂   4:24.23 09/18高27

鈴木 琴心 豊川高   4:30.70 07/04高18

荻原 美晴 旭丘   4:31.33 06/26高29

吉川 友萌 中京大中京高   4:31.59 06/06高210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  高校生 背泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

芳村 りこ 中京大中京高     30.46 06/05高21

鈴木 彩心 豊川高     31.19 05/09高12

西村 優奈 ＳＳＣ竜城     32.30 05/29高23

石渡 遥 豊川高     32.35 05/09高24

後藤 渚 東邦高     32.38 07/03高25

山本 珠佑 愛知淑徳高     32.40 09/04高16

峯松 怜那 愛知高     32.58 07/03高17

大鐘 美結 中京大中京高     32.60 07/03高18

日比 千裕 名古屋ＳＣ     32.80 05/09高19

加藤 めい 愛み大瑞穂高     32.89 05/09高210

女子  高校生 背泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

鈴木 彩心 豊川高   1:03.34 06/19高11

芳村 りこ 中京大中京   1:04.56 07/25高22

日極るりか 豊川   1:04.65 07/25高23

加藤 紗菜 豊川   1:05.27 07/25高14

亀井 琴音 愛産大三河   1:05.34 06/26高25

大澤 憩 中京大中京   1:07.33 06/26高26

郡山 怜佳 中京大中京高   1:07.82 07/04高27

後藤 渚 東邦   1:08.48 09/18高28

沖 苺花 豊川   1:08.69 06/26高19

日比 千裕 名古屋南   1:09.29 09/18高110

女子  高校生 背泳ぎ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

鈴木 彩心 豊川   2:12.69 08/19高11

日極るりか 豊川   2:17.36 07/24高22

芳村 りこ 中京大中京   2:20.04 06/27高23

加藤 紗菜 豊川   2:22.20 07/24高14

亀井 琴音 コナミ蒲郡   2:22.38 05/29高25

大澤 憩 中京大中京   2:23.41 07/24高26

郡山 怜佳 中京大中京   2:24.12 07/24高27

豊田 蘭 愛工大名電   2:31.06 06/27高28

牧野 元香 豊橋東   2:31.19 06/27高29

後藤 渚 東邦   2:33.45 06/27高210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  高校生 平泳ぎ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

谷口 華 豊川高     32.62 07/03高11

石渡 遥 豊川高     33.49 05/09高22

高橋 美羽 愛み大瑞穂高     33.96 09/04高23

田村 涼乃 愛産大三河高     34.21 07/03高14

土佐 天音 中京大中京高     34.32 07/03高25

永田 怜奈 豊田ＳＳ     34.91 06/05高26

丸山 翠 愛み大瑞穂高     34.93 09/04高27

浦元 真瑚 愛み大瑞穂高     34.96 09/04高28

酒井 郁帆 平針ＳＳ     35.41 07/03高29

藤森 真菜 東邦高     35.72 07/03高210

女子  高校生 平泳ぎ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

石渡 遥 豊川高校   1:09.16 04/04高21

谷口 華 豊川   1:09.62 07/25高12

土佐 天音 中京大中京   1:12.42 06/26高23

高橋 美羽 愛み大瑞穂   1:12.48 09/18高24

丸山 翠 愛み大瑞穂   1:12.65 06/26高25

酒井 郁帆 日進西   1:12.83 06/26高26

永田 怜奈 豊田ＳＳ   1:13.01 08/24高27

田村 涼乃 ＳＳＣ岡崎   1:13.98 05/02高18

浦元 真瑚 愛み大瑞穂   1:16.15 06/26高29

梅野 彩夏 日進西   1:17.73 06/26高110

女子  高校生 平泳ぎ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

石渡 遥 豊川   2:28.24 06/27高21

丸山 翠 愛み大瑞穂   2:33.60 07/24高22

谷口 華 豊川   2:33.84 07/24高13

土佐 天音 中京大中京   2:34.59 07/24高24

酒井 郁帆 日進西   2:34.70 06/27高25

永田 怜奈 豊田ＳＳ   2:34.88 05/02高26

本間 七夏 豊川   2:35.34 07/24高17

田村 涼乃 愛産大三河高   2:38.44 07/03高18

沖 苺花 豊川高   2:39.67 06/05高19

佐藤 里帆 愛工大名電   2:40.39 09/18高210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  高校生 バタフライ50m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

太田 紗彩 豊川高     28.42 07/03高11

古井 円花 中京大中京高     28.59 07/03高22

小林 花音 コパン鳴海     29.17 07/03高13

石渡 遥 豊川高     29.33 05/09高24

谷風 有梨 パル西尾     29.36 07/03高15

西村 優奈 愛産大三河高     29.41 07/03高26

中川 果音 みなとＳＳ     29.45 05/02高27

増田 妃菜 名鉄ＳＳ岩倉     29.57 07/03高18

福島 心響 豊川高     29.63 05/09高29

谷口 華 豊川高     29.64 05/09高110

女子  高校生 バタフライ100m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

木村 日咲 豊川高   1:00.92 07/04高21

太田 紗彩 豊川   1:01.01 06/26高12

日極るりか 豊川高   1:02.26 07/04高23

大塚 華蓮 豊川高   1:02.72 08/26高24

寺本帆乃香 中京大中京   1:03.09 06/26高15

古井 円花 中京大中京   1:03.26 09/18高26

水野 紀杏 中京大中京   1:04.18 06/26高27

小林 花音 日本福祉大付   1:04.70 09/18高18

吉田 優花 愛み大瑞穂   1:04.93 06/26高29

西村 優奈 愛産大三河高   1:05.23 07/04高210

女子  高校生 バタフライ200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

太田 紗彩 豊川高校   2:12.29 04/06高11

福島 心響 豊川高   2:13.35 08/24高22

花山 彩良 豊川   2:14.89 09/18高13

大塚 華蓮 豊川高   2:16.50 07/03高24

本間 七夏 豊川高   2:16.98 08/24高15

寺本帆乃香 中京大中京高   2:17.84 07/03高16

水野 紀杏 中京大中京   2:18.14 09/18高27

木村 日咲 豊川   2:18.30 07/24高28

吉田 優花 愛み大瑞穂   2:19.06 07/24高29

江神 茉歩 東邦   2:21.29 09/18高210

9月21日 21:34出力日時：



東海選手権選考資料

女子  高校生 個人メドレー200m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

安達 真美 豊川   2:16.67 07/25高11

鈴木 彩心 豊川   2:16.94 09/18高12

大塚 華蓮 豊川高   2:17.92 08/25高23

石渡 遥 豊川高校   2:18.54 06/05高24

佐藤 真論 コパン豊川   2:21.15 08/29高25

倉知かのん 中京大中京   2:21.50 07/25高16

谷口 華 豊川高   2:21.68 07/04高17

本間 七夏 豊川高   2:22.19 07/04高18

中川 果音 みなとＳＳ   2:22.50 05/02高29

藤森 真菜 東邦   2:22.86 07/25高210

女子  高校生 個人メドレー400m
順位 氏名 所属 時 間 日付学年 登録番号

鈴木 彩心 豊川高   4:46.40 07/03高11

安達 真美 豊川高   4:48.19 08/24高12

大塚 華蓮 豊川高   4:52.30 08/24高23

本間 七夏 豊川高   4:53.95 08/24高14

横地 梢 豊川高   4:58.83 08/24高25

沖 苺花 豊川高   5:05.36 08/24高16

寺田 夢空 東邦ＳＣ   5:08.66 08/29高27

岡部 天音 名鉄ＳＳ岩倉   5:10.39 05/01高28

藤森 真菜 東邦   5:10.93 06/27高29

山中 小波 中京大中京   5:11.33 06/27高110

9月21日 21:34出力日時：


