
５年男子２００ｍリレー 大会記録 2:11.27 ５年女子２００ｍリレー 大会記録 2:17.14

順位 学校名 記録 備考 順位 学校名 記録 備考

1 国分寺北部 魚住　圭史 鍋坂　崇晃 岡野　瑚道 西川　颯紀 2:31.19 1 新 番 丁 三原　彩姫 和島　立湖 衣川ひなた 橋本　英実 2:24.76

2 亀　　阜 村尾　柊人 眞鍋　千駿 山口 　 祐 天野　太陽 2:34.43 2 太 田 南 安藤　旺紀 立石　心春 烏谷　理希 岡　　柚希 2:32.71

3 一　　宮 飯間　喜一 宇草　優星 榎本　敦来 山本　玲生 2:39.55 3 浅　　野 小嶋　七奈 森田　伊咲 森　　有希 土居　春日 2:39.53

4 太 田 南 香西　奎哉 泉田　一也 德久　隆斗 杉岡　海翔 2:39.81 4 仏 生 山 中西　美優 宮武　怜花 河田　悠那 藤澤　七海 2:44.93

5 弦　　打 三神　結詩 濵浦　　櫂 髙栁　　航 辰己　徹真 2:44.67 5 亀　　阜 松尾　芽衣 髙嶋　　凛 鉄尾　燕海 嶋田　明音 2:52.72

6 円　　座 大谷　祐生 葉山飛希亜 山田　琉生 小国　春輝 2:46.46 6 三　　渓 植村　彩生 大屋敷菜々恵 大西　結都 村上　空奈 2:52.89

7 香　　西 山田　　芯 中西　奏輔 伊東　景祐 眞鍋蓮之輔 2:47.36 7 中　　央 原田　叶夢 吉田かれん 林　　若奈 鍵山　千陽 2:53.03

8 中　　央 山岡　祐稀 北村　青葉 小川　治真 鈴木　　静 2:52.22 8 大　　野 金田　奈々 藤原　由蘭 八木　愛菜 佐野　　杏 2:53.10

9 仏 生 山 大串　　源 藤井　竪一 西林　春暉 河地　藍希 2:52.64 9 太　　田 大橋　優香 八木美仁加 鈴木　理子 藤原のどか 2:53.25

10 新 番 丁 竹﨑　　潤 長町　亮佑 三谷　崇真 上代　海勇 2:53.92 10 檀　　紙 山下　遥奈 四宮　綾乃 松井　歩海 川股　もえ 2:58.00

６年男子２００ｍリレー 大会記録 2:03.18 ６年女子２００ｍリレー 大会記録 2:08.60

順位 学校名 記録 備考 順位 学校名 記録 備考

1 太　　田 杉田　　優 村上　眞季 吉賀琥太朗 荒木　陸志 2:15.37 1 多　　肥 戸上和香子 原渕　心春 川田　憂奈 長安　華子 2:19.61

2 浅　　野 矢野　悟誠 加藤　陸人 德田　悠良 井下　一葵 2:17.94 2 浅　　野 新田　千晴 白井　花歩 尾形　菜美 成合　真実 2:20.10

3 新 番 丁 近藤　　快 浦上　　翔 中濱総一郎 岩本　　快 2:19.44 3 太　　田 本多羽珠奈 川田　結椛 板東　菜央 牛田　百花 2:21.99

4 亀　　阜 山﨑　　慧 増田　寛大 吉宗　大地 南部　瑞稀 2:19.60 4 中　　央 三崎　愛奈 宮本　日和 植田　愛梨 竹内　夢奈 2:23.77

5 仏 生 山 上原　佳悟 金森　光憂 蓮井　創太 田中　颯真 2:19.83 5 香　　西 河野真左子 小泉　新菜 若杉　　紬 久保　琴愛 2:26.82

6 香　　西 下野　隼征 竹内　紘翔 池田　陽輝 角野　快晟 2:25.42 6 新 番 丁 森川　莉早 森川　苺奈 野口　海空 佐伯　はな 2:27.81

7 檀　　紙 尾崎　士流 河田　琉聖 岡　　永湧 森池恭一朗 2:25.75 7 弦　　打 山口　りさ 久保　柚凪 川西　玲奈 新開　未菜 2:34.87

8 国分寺北部 岩朝　健大 春田　峻佑 武下　侃巧 尾坂　夏輝 2:28.01 8 亀　　阜 西田　　遥 笠井　彩世 大嶋さくら 原　さくら 2:34.98

9 大　　野 森田　鉄平 赤松　優輝 甲斐　脩斗 岡　　正貴 2:29.68 9 国分寺南部 東原　美幸 山路ひなた 藤原　彩佳 吉田光珊紅 2:36.50

10 円　　座 岩﨑　大知 井原　大惺 中西　健輔 中條　友翔 2:31.61 10 円　　座 池内　萌華 松本　珠莉 勝田　志穂 松本　菜夏 2:40.36
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第55回高松市小学校水泳記録会（午後の部）上位ランキング表
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