
男子 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

自由形 竹内　勇貴 河本　遥音 北村　宗靖 山本　航平 平松　直也 入江昭太朗 千々松琉之介 髙杉　大志 渡利　明良 武川　　竜

50m 井口中 安佐中 修道中 瀬野川中 安佐中 祇園中 安佐中 祇園中 五月が丘中 早稲田中

26.57 27.03 27.11 27.25 27.27 27.49 27.60 27.88 28.23 28.49

自由形 竹内　勇貴 平松　直也 山本　航平 千々松琉之介 入江昭太朗 石部　瑞貴 渡利　明良 武川　　竜 鳴坂　　凱 山台　顕大

100m 井口中 安佐中 瀬野川中 安佐中 祇園中 広島学院中 五月が丘中 早稲田中 庚午中 AICJ中

58.19 58.71 59.56 1:00.10 1:00.78 1:01.91 1:02.01 1:02.23 1:03.16 1:04.16

自由形 井尻　悠晴 荒木　愛斗 渡辺　雄登 古賀　功輝 髙橋　幸大 平崎　瑳佑 疋田　　啓 水坂　龍星 三好　達也 東　　壮典

200m 安佐中 五日市南中 祇園東中 五日市中 広島なぎさ 戸坂中 己斐中 伴中 安佐中 翠町中

2:08.96 2:11.72 2:12.37 2:15.48 2:17.21 2:17.59 2:19.03 2:20.31 2:22.28 2:29.12

自由形 吉岡　倖佑 髙橋　幸大 渡辺　雄登 庄原　敬人 田中　壱季 平崎　瑳佑 疋田　　啓 三好　達也 細川　昌暉 東　　壮典

400m 翠町中 広島なぎさ 祇園東中 可部中 落合中 戸坂中 己斐中 安佐中 五日市中 翠町中

4:45.17 4:50.03 4:52.02 4:54.05 4:54.23 4:54.54 5:01.03 5:01.48 5:05.04 5:11.69

自由形 玉井　嘉人 吉岡　倖佑 庄原　敬人 田中　壱季 佐倉　智哉 平原　朋樹 川田真一郎 秋廣　優樹

1500m 矢野中 翠町中 可部中 落合中 安佐中 安佐中 伴中 安佐中

18:54.30 19:05.59 19:10.64 19:45.29 23:39.78 26:57.23 27:21.15 28:33.32

背泳ぎ 眞鍋　嵐士 吉野　裕貴 河本　遥音 前原　大和 吉年　晴真 後藤　宏祐 かせ谷龍ノ介 篠原　聡太 原口　優歩 井上　裕貴

100m 安佐中 安佐中 安佐中 伴中 己斐上中 修道中 五日市南中 大塚中 井口中 井口中

1:01.80 1:04.79 1:06.44 1:12.74 1:15.42 1:16.71 1:17.65 1:19.02 1:21.29 1:25.79

背泳ぎ 眞鍋　嵐士 吉野　裕貴 河野　直也 かせ谷龍ノ介 吉年　晴真 前原　大和

200m 安佐中 安佐中 安佐中 五日市南中 己斐上中 伴中

2:13.53 2:18.13 2:29.41 2:43.43 2:43.47 2:43.91

平泳ぎ 前峠　瑠輝 岡本　哲平 かせ谷虎太郎 三上　佳輝 黒川　真琴 北村　宗靖 大林　渚巨 畠中　航志 塚正　生成

100m 矢野中 五月が丘中 五日市南中 祇園中 古田中 修道中 可部中 高取北中 伴中

1:10.95 1:11.46 1:13.19 1:13.36 1:14.58 1:14.89 1:14.91 1:15.91 1:16.96

平泳ぎ 前峠　瑠輝 岡本　哲平 三上　佳輝 黒川　真琴 かせ谷虎太郎 大林　渚巨 空　　優輝 才上　陽也 塚正　生成 河島　光佑

200m 矢野中 五月が丘中 祇園中 古田中 五日市南中 可部中 矢野中 安佐中 伴中 宇品中

2:33.41 2:33.60 2:38.70 2:39.48 2:39.69 2:43.82 2:45.61 2:47.11 2:49.62 2:55.28
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バタフライ 小田　悠人 松川　晟士 松浦　　亨 山田　淳斗 辻岡　　創 中村　幸平 髙杉　大志 古賀　功輝 辻　　雄亮 市後　裕貴

100m 早稲田中 広島城北中 安佐中 祇園東中 城南中 修道中 祇園中 五日市中 宇品中 戸坂中

59.89 1:01.19 1:01.46 1:02.17 1:02.38 1:04.05 1:06.75 1:07.81 1:14.66 1:15.29

バタフライ 小田　悠人 松浦　　亨 辻　　雄亮 森本　琉玖 森下　　凌

200m 早稲田中 安佐中 宇品中 国泰寺中 段原中

2:11.98 2:14.60 2:52.70 3:01.91 3:31.84

個人ﾒﾄﾞﾚー 奥田　玲偉 井尻　悠晴 辻岡　　創 喜井　慧亮 横田光太郎 石部　瑞貴 玉井　嘉人 内田　大暉 才上　陽也

200m 広島城北中 安佐中 城南中 二葉中 五日市観音中 広島学院中 矢野中 早稲田中 安佐中

2:20.51 2:22.68 2:26.01 2:27.73 2:29.22 2:30.86 2:31.69 2:33.37 2:39.15

個人ﾒﾄﾞﾚー 山田　淳斗 横田光太郎 内田　大暉 幸元　拓磨 嶌田　祥万

400m 祇園東中 五日市観音中 早稲田中 己斐中 安佐中

5:04.29 5:17.00 5:26.53 5:59.70 8:46.50

リレー 安佐中 祇園中 修道中 井口中 早稲田中 矢野中 可部中 宇品中 翠町中 伴中

200m 眞鍋　嵐士 髙杉　大志 中村　幸平 竹内　勇貴 木村　優太 岩永　海人 越山　颯太 中田　慈英 吉岡　倖佑 宍戸　千真

井尻　悠晴 内海　智也 後藤　宏祐 鈴木　遼真 内田　大暉 前峠　瑠輝 小田　一心 濱野　叶大 浜岡　万里 神尾　祐太

吉野　裕貴 三上　佳輝 西本　祐輝 荒瀬　颯馬 武川　　竜 玉井　嘉人 大林　渚巨 岸田　　蓮 柿村　誠海 野村　海都

河本　遥音 入江昭太朗 北村　宗靖 隅　　大智 小田　悠人 片木　拓海 庄原　敬人 辻　　雄亮 東　　壮典 松本　武大

1:47.88 1:53.79 1:54.37 1:54.66 1:56.72 1:57.06 1:59.54 2:00.37 2:01.55 2:04.20

ﾒﾄﾞﾚーﾘﾚー 安佐中 祇園中 五日市南中 矢野中 早稲田中 井口中 伴中 宇品中 可部中 庚午中

200m 眞鍋　嵐士 入江昭太朗 かせ谷龍ノ介 岩永　海人 木村　優太 竹内　勇貴 前原　大和 河島　光佑 庄原　敬人 焼岡　亮太

平松　直也 三上　佳輝 かせ谷虎太郎 前峠　瑠輝 内田　大暉 伊東　佑剛 塚正　生成 堀田　明杜 大林　渚巨 松尾　元気

松浦　　亨 髙杉　大志 松岡　郁真 玉井　嘉人 小田　悠人 隅　　大智 笹栗　徹哉 辻　　雄亮 小田　一心 鳴坂　　凱

河本　遥音 内海　智也 荒木　愛斗 片木　拓海 武川　　竜 荒瀬　颯馬 野村　海都 中田　慈英 越山　颯太 入澤　尚希

1:58.34 2:03.31 2:08.24 2:09.98 2:10.66 2:13.28 2:13.70 2:15.75 2:16.76 2:18.13

男子 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
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女子 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

自由形 有馬　志保 矢田　楓果 田中　　輝 武藤　実咲 上田　芹奈 中島　綾香 松見　朋佳 植野　　慧 原　さくら 加統　小夏

50m 城南中 可部中 吉島中 翠町中 安佐中 二葉中 二葉中 井口中 井口台中 城南中

28.51 28.64 28.64 29.51 29.52 29.72 29.89 30.25 30.28 30.41

(同2位)

自由形 岡田　知花 矢野帆乃果 松谷　柚希 上田　芹奈 中島　綾香 横田　葉月 原　さくら 黒河穂乃香 堀内　泉里 赤畑　利奈

100m 安田女子中 安田女子中 二葉中 安佐中 二葉中 大塚中 井口台中 亀山中 古田中 吉島中

1:03.00 1:04.48 1:04.92 1:05.21 1:05.96 1:07.26 1:07.99 1:08.63 1:08.70 1:09.51

自由形 枡井　　萌 有馬　志保 小田　花梨 寺尾　瑳月 堀内　泉里 押見　　彩 庄野　美聡 安達　美結 岡本　陽菜 三島菜々巴

200m 広島なぎさ 城南中 安佐中 五日市中 古田中 祇園中 翠町中 観音中 江波中 安佐中

2:12.84 2:15.87 2:18.58 2:23.25 2:28.57 2:31.71 2:32.42 2:34.69 2:36.79 2:37.04

自由形 小西　咲良 馬屋原雪乃 楠瀬　裕麻 木田　海愛 庄野　美聡 田川　　慶 髙津　暁音 出原　若葉

400m 広島なぎさ 祇園中 広島女学院中 吉島中 翠町中 ND清心中 比治山女子中 ND清心中

4:39.23 4:40.20 5:10.64 5:16.25 5:24.76 6:30.35 6:44.37 6:58.94

自由形 馬屋原雪乃 小西　咲良 木田　海愛 鹿島夕莉奈 加統　小夏 三宅　　和 武内　陶子

800m 祇園中 広島なぎさ 吉島中 矢野中 城南中 大塚中 高取北中

9:35.62 9:44.66 10:52.12 10:55.85 11:14.21 12:09.93 13:10.26

背泳ぎ 門田　七海 小田　花梨 竹本　小夏 矢立　咲空 松谷　柚希 大平なぎさ 中田　麻耶 赤司　朋葉 後藤　花音 佃　　知美

100m 翠町中 安佐中 安佐中 清和中 二葉中 ND清心中 可部中 井口中 五日市中 ND清心中

1:10.34 1:12.54 1:12.81 1:15.94 1:17.97 1:20.79 1:25.12 1:27.53 1:27.96 1:28.05

背泳ぎ 門田　七海 竹本　小夏 中野　里桜 矢立　咲空 原　　歩那 中田　麻耶 大平なぎさ 赤司　朋葉 清水　美帆 川口明日香

200m 翠町中 安佐中 広島女学院中 清和中 広島なぎさ 可部中 ND清心中 井口中 ND清心中 大塚中

2:31.31 2:34.75 2:37.72 2:44.29 2:49.14 2:56.71 2:57.40 3:08.98 3:18.81 3:20.74

平泳ぎ 赤羽　淑乃 押川　　夢 小西　由芽 岡野　　栞 山下　夏鈴 上田　瑛子 松見　朋佳 鹿島夕莉奈 小西　彩稀 有瀧　夢叶

100m 五日市南中 井口中 古田中 翠町中 可部中 高陽中 二葉中 矢野中 井口中 安佐中

1:18.95 1:20.02 1:21.24 1:22.75 1:23.91 1:24.90 1:27.82 1:28.47 1:29.26 1:30.32

平泳ぎ 赤羽　淑乃 押川　　夢 岡野　　栞 小西　由芽 有瀧　夢叶 上田　瑛子 山下　夏鈴 澤原　萌夏 佐多　純夏 石田　公美

200m 五日市南中 井口中 翠町中 古田中 安佐中 高陽中 可部中 翠町中 大州中 可部中

2:49.57 2:50.09 2:54.66 2:55.91 3:04.11 3:05.19 3:07.02 3:11.80 3:12.19 3:14.28
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ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 山本　和奏 立野　未来 田中　　輝 矢田　楓果 半田　奈穂 塩﨑　そら 北野杏祐実 平田　佳奈 椋　　朋花

100m 日浦中 五日市南中 吉島中 可部中 比治山女子中 可部中 庚午中 ND清心中 大塚中

1:05.57 1:07.26 1:08.06 1:08.52 1:09.82 1:13.95 1:16.00 1:22.23 1:52.34

(大会新)

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 立野　未来 半田　奈穂 楠瀬　裕麻 北野杏祐実 平田　佳奈

200m 五日市南中 比治山女子中 広島女学院中 庚午中 ND清心中

2:30.47 2:39.66 2:43.13 2:58.57 3:13.04

個人ﾒﾄﾞﾚー 枡井　　萌 末原　真奈 岡田　知花 武藤　実咲 金川　真菜 中野　里桜 寺尾　瑳月 矢野帆乃果 塩﨑　そら 押見　　彩

200m 広島なぎさ 比治山女子中 安田女子中 翠町中 安佐中 広島女学院中 五日市中 安田女子中 可部中 祇園中

2:27.34 2:28.76 2:31.36 2:35.41 2:35.45 2:39.52 2:40.78 2:43.07 2:45.50 2:53.05

個人ﾒﾄﾞﾚー 山本　和奏 末原　真奈 金川　真菜 瀬川優美子 宮下彩加音

400m 日浦中 比治山女子中 安佐中 ND清心中 ND清心中

5:13.53 5:16.97 5:29.14 6:02.86 6:58.61

ﾘﾚー 安佐中 翠町中 可部中 二葉中 井口中 大塚中 ND清心中 矢野中 吉島中 段原中

200m 金川　真菜 門田　七海 塩﨑　そら 中島　綾香 植野　　慧 烏田　朝未 坪内　萌絵 丸尾　奈央 赤畑　利奈 歳秀　美波

小田　花梨 上瀬　早紀 山下　夏鈴 松谷　柚希 玉川　悠実 六郎和佳奈 平田　佳奈 西見　舞音 木田　海愛 木村　優月

竹本　小夏 岡野　　栞 石田　公美 岸田　穂香 押川　　夢 横田　葉月 宮下彩加音 平谷　春香 小笠原穂果 最相　茉南

上田　芹奈 武藤　実咲 矢田　楓果 松見　朋佳 小西　彩稀 川口明日香 大平なぎさ 鹿島夕莉奈 田中　　輝 木村　栞菜

1:59.74 2:01.85 2:03.11 2:03.90 2:04.73 2:08.66 2:11.26 2:14.64 2:15.96 2:25.41

ﾒﾄﾞﾚーﾘﾚー 安佐中 翠町中 可部中 二葉中 井口中 ND清心中 矢野中 大塚中 吉島中 段原中

200m 小田　花梨 門田　七海 中田　麻耶 松谷　柚希 赤司　朋葉 大平なぎさ 米澤　千晴 川口明日香 木田　海愛 歳秀　美波

竹本　小夏 岡野　　栞 山下　夏鈴 松見　朋佳 押川　　夢 瀬川優美子 鹿島夕莉奈 六郎和佳奈 赤畑　利奈 木村　優月

金川　真菜 武藤　実咲 矢田　楓果 中島　綾香 植野　　慧 平田　佳奈 中尾　百花 三宅　　和 田中　　輝 木村　栞菜

上田　芹奈 上瀬　早紀 塩﨑　そら 岸田　穂香 小西　彩稀 佃　　知美 平谷　春香 横田　葉月 小笠原穂果 最相　茉南

2:13.18 2:16.06 2:17.90 2:20.05 2:22.78 2:26.30 2:33.51 2:34.28 2:36.70 2:48.51

女子 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
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