
男子小学生

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
自由形 猪狩　達哉 吉田　光 竹内　拓海 日笠　太地 勝田　凌平 加藤　拓真 後藤　龍斗 高橋　快聖 佐藤　悠大 菅原　直広
50m ﾙﾈｻﾝｽ長町南JSS南光台 JSS南光台 ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ ﾙﾈｻﾝｽ長町南JSS南光台 JSS南光台 JSS南光台 ｽﾎﾟｰﾂﾜﾝ角田 ゆぷと
タイム決勝 29.55 30.74 31.03 31.15 32.06 32.06 32.68 33.35 33.56 34.2
大会新 (同5位)
自由形 猪狩　達哉 井上　空河 及川　玖夢 折笠　天紀 真柄　昂世 勝田　凌平 加藤　拓真 竹内　拓海 根芝　竜彦 緑川　楓生
100m ﾙﾈｻﾝｽ長町南JSS南光台 ﾙﾈｻﾝｽ長町南亘理小学校 福岡小学校 ﾙﾈｻﾝｽ長町南JSS南光台 JSS南光台 ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ ｽﾎﾟｰﾂﾜﾝ角田
タイム決勝 01:03.9 01:04.5 01:05.5 01:08.1 01:08.2 01:08.9 01:09.1 01:09.5 01:09.7 01:12.5
大会新
背泳ぎ 折笠　天紀 吉田　光 根芝　竜彦 武田　洸介 澤村　優颯 川口　陽大 村井　杜王 高橋　郁人 加藤多雄宇 相原　康
50m 亘理小学校 JSS南光台 ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ 逢隈小学校 JSS南光台 幸町小学校 ｽﾎﾟｰﾂﾒｲﾄZAOﾙﾈｻﾝｽ長町南JSS南光台 ｽﾎﾟｰﾂﾜﾝ角田
タイム決勝 34.8 35.19 35.77 41.42 43.42 43.55 44.1 44.54 44.81 45.78
大会新
平泳ぎ 井上　空河 髙橋　凜 目黒　冬真 志村　和樹 上妻　歩夢 柴田　怜音 太田　惇暉 鈴木諒太朗 川村　快都 日下遼太郎
50m JSS南光台 JSS南光台 JSS南光台 ｽﾎﾟｰﾂﾒｲﾄZAOｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ JSS南光台 内海遊泳会 ﾙﾈｻﾝｽ長町南大河原スポ少
タイム決勝 38.57 40.63 41.98 45.12 45.45 45.46 46.46 47.46 47.88 49.44
大会新
平泳ぎ 髙橋　凜 目黒　冬真 加藤　裕真 関　馨太 志村　和樹 川村　快都 髙橋　舜 甚野　竣亮 土田　龍弥 仁田　滉人
100m JSS南光台 JSS南光台 JSS南光台 ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ ｽﾎﾟｰﾂﾒｲﾄZAOﾙﾈｻﾝｽ長町南ﾙﾈｻﾝｽ長町南幸町小学校 ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ
タイム決勝 01:30.2 01:31.5 01:40.3 01:40.4 01:43.3 01:44.7 01:48.1 01:51.1 01:51.2 01:52.4
大会新
バタフライ 真柄　昂世 日笠　太地 及川　玖夢 高橋　快聖 緑川　楓生 佐藤　悠大 黒澤　葵 門間　輝壱 大村　慶多 熊本　育生
50m 福岡小学校 ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ ﾙﾈｻﾝｽ長町南JSS南光台 ｽﾎﾟｰﾂﾜﾝ角田 ｽﾎﾟｰﾂﾜﾝ角田 JSS南光台 JSS南光台 ﾙﾈｻﾝｽ長町南岩沼小学校
タイム決勝 32.75 32.84 34.13 35.69 35.72 39.83 40.02 40.98 43.81 44.08
大会新

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
リレー JSS南光台Ａ ﾙﾈｻﾝｽ長町南ＢJSS南光台Ｂ チーム折笠 ｽﾎﾟｰﾂﾜﾝ角田 JSS南光台Ｃ ﾙﾈｻﾝｽ長町南ＡJSS南光台Ｄ ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ THE★キヤマ
200m 井上　空河 及川　玖夢 高橋　快聖 武田　洸介 野村　笙人 黒澤　葵 大村　慶多 佐藤　尚英 土田　龍弥 川口　陽大

吉田　光 川村　快都 目黒　冬真 小林　蓮 相原　康 加藤　裕真 関本　裕介 門間　輝壱 柴田　怜音 甚野　翔亮
竹内　拓海 勝田　凌平 後藤　龍斗 熊本　育生 佐藤　悠大 加藤多雄宇 高橋　郁人 澤村　優颯 太田　瑛斗 甚野　竣亮
加藤　拓真 猪狩　達哉 髙橋　凜 折笠　天紀 緑川　楓生 太田　惇暉 髙橋　舜 堀越羽亜士 根芝　竜彦 芳賀　俊友

タイム決勝 02:02.4 02:07.7 02:10.5 02:21.0 02:24.3 02:26.7 02:31.5 02:33.6 02:38.3 02:53.1
大会新 (大会新) (大会新)



男子中学生

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
自由形 木村　大地 青塚　和樹 菅原　彗 松本　叶太 速水　伸幸 小原　雅輝 武田　秀祐 河野　昂希 太田　知輝 谷津　将輝
50m 柳生中学校 JSS南光台 クボタ家 ゆぷと ﾙﾈｻﾝｽ長町南ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ クボタ家 ﾙﾈｻﾝｽ長町南JSS南光台 白石中学校
タイム決勝 26.36 26.76 27.36 27.63 28.13 28.2 28.34 28.52 28.61 28.91
大会新
自由形 青塚　和樹 木村　大地 緑川　真楠 速水　伸幸 大和田稜太 谷津　将輝 佐藤　良紀 太田　知輝 山中　優輝 菊地　優翔
100m JSS南光台 柳生中学校 角田中学校 ﾙﾈｻﾝｽ長町南袋原中学校 白石中学校 宮教大付属中JSS南光台 水の森同好会JSS南光台
タイム決勝 57.38 57.77 0.000699074 0.000707755 0.000719907 0.000725347 0.000731713 01:03.3 01:04.7 01:05.0
大会新 (大会新) (大会新)
背泳ぎ 庄司　善紀 佐藤　拓哉 川越　雄斗 齋藤　庄輝 八島　隆綱 大和田稜太 渡辺　裕希 鴫原　雅 北島　彰 齋藤　優斗
50m JSS南光台 JSS南光台 内海遊泳会 ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ 白石中学校 袋原中学校 JSS南光台 角田中学校 船岡中学校 角田中学校
タイム決勝 29.82 34.55 34.57 34.57 35.19 35.6 35.8 37.71 38.12 38.33
大会新 (同3位)
平泳ぎ 川村　清都 稲妻　侑也 小島　夢 山家　大和 川村　悠大 千葉　海勝 吉川　純平 田中　啓左 髙梨　弘寧 野上　彦喜
50m ﾙﾈｻﾝｽ長町南JSS南光台 北角田中学校大河原中学校ﾙﾈｻﾝｽ長町南ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ 中山中学校 柳生中学校 宮教大付属中MSKY
タイム決勝 33.58 33.59 34.14 34.34 35.12 35.65 36.97 38.43 39.27 41.26
大会新
平泳ぎ 高橋　昂邑 稲妻　侑也 五十嵐拓磨 川村　清都 小島　夢 川村　悠大 佐々木亮河 佐藤　雅士 千葉　海勝 山家　大和
100m JSS南光台 JSS南光台 JSS南光台 ﾙﾈｻﾝｽ長町南北角田中学校ﾙﾈｻﾝｽ長町南JSS南光台 JSS南光台 ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ 大河原中学校
タイム決勝 01:13.2 01:13.3 01:13.5 01:13.5 01:13.6 01:14.7 01:15.0 01:15.5 01:16.3 01:16.9
大会新
バタフライ 庄司　善紀 緑川　真楠 高橋　昂邑 小原　雅輝 守　拓海 菅原　彗 佐々木亮河 五十嵐拓磨 佐藤　雅士 河野　昂希
50m JSS南光台 角田中学校 JSS南光台 ｱｸｱﾄﾞﾘｰﾑ クボタ家 クボタ家 JSS南光台 JSS南光台 JSS南光台 ﾙﾈｻﾝｽ長町南
タイム決勝 28.87 29.26 29.33 29.51 29.59 29.7 30.08 30.6 30.63 30.74
大会新

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
リレー JSS南光台Ａ クボタ家 ﾙﾈｻﾝｽ長町南JSS南光台Ｃ 白石中学校Ｂ 角田中学校 JSS南光台Ｂ 柳生中学校Ａ 大河原中学校宮教大付属中Ａ
200m 青塚　和樹 木村　大地 速水　伸幸 五十嵐拓磨 谷津　将輝 緑川　真楠 稲妻　侑也 日野　太貴 山家　大和 佐藤　良紀

庄司　善紀 菅原　彗 河野　昂希 太田　知輝 澁谷　一憲 鴫原　雅 渡辺　裕希 田中　啓左 及川　良太 髙梨　弘寧
高橋　昂邑 守　拓海 川村　悠大 佐藤　雅士 吉野　竜彦 齋藤　優斗 村上　湧起 菅井　圭人 門馬　佑汰 坂本　匡弥
佐々木亮河 武田　秀祐 川村　清都 菊地　優翔 八島　隆綱 矢吹　稜 岩澤　魁斗 佐藤　洸 安達　幹 板垣　拓夢

タイム決勝 01:46.5 01:47.3 01:51.6 01:53.6 01:57.0 01:58.0 02:01.2 02:04.5 02:04.5 02:04.7
大会新 (大会新) (大会新)



男子高校生～一般３０歳代

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
自由形 石田　飛翔 星　光太郎 大澤　優晶 坂内　亮斗 森屋　侑士 昆野　貴文 矢部　凌 相原　潮 大山　諒 菅原　義貴
50m JSS南光台 白石高校 JSS南光台 JSS南光台 クボタ家 仙台第一高校内海遊泳会 白石高校 仙台大学 仙台東高校
タイム決勝 26.42 26.71 27.03 27.09 27.23 27.41 27.74 27.74 28.45 29.02
大会新 (同7位)
自由形 星　光太郎 小池　祥平 佐藤　裕貴 昆野　貴文 小林　昂祐 平山　祐樹 菅原　義貴 大山　諒 中嶋　遼 杉﨑　優太
100m 白石高校 クボタ家 仙台大学 仙台第一高校仙台大学 ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ 仙台東高校 仙台大学 仙台第一高校仙台東高校
タイム決勝 57.46 57.47 58.15 59.25 59.38 01:00.9 01:01.5 01:01.6 01:02.5 01:02.6
大会新
背泳ぎ 髙橋　裕介 佐藤　裕貴 坂内　亮斗 蓬田　尚貴 渡辺　聖也 斎藤　翔彩 千葉　欣彦 阿部　優斗 工藤　陸 阿部　敦也
50m クボタ家 仙台大学 JSS南光台 白石工業高校白石高校 大河原商業高校仙台第一高校仙台第一高校仙台第一高校仙台第一高校
タイム決勝 28.86 29.12 29.91 34.47 35.5 36.54 38.87 43.86 44.34 45.72
大会新 (大会新)
平泳ぎ 桐生　大地 窪田　平佑 広田　成登 熊谷　太希 進藤　崇史 佐藤　亮輔 中村　明稔 澤村　恭輔 田口　大貴 小松　佳路
50m 内海遊泳会 クボタ家 仙台大学 ﾙﾈｻﾝｽ長町南仙台東高校 利府高校 ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ 仙台第一高校仙台第一高校仙台第一高校
タイム決勝 32.03 33.36 33.77 34.22 34.99 35.46 35.95 37.67 37.83 37.96
大会新
平泳ぎ 髙橋　裕介 桐生　大地 広田　成登 進藤　崇史 谷津　晴輝 相原　潮 熊谷　太希 中嶋　遼 佐藤　亮輔 中村　明稔
100m クボタ家 内海遊泳会 仙台大学 仙台東高校 白石高校 白石高校 ﾙﾈｻﾝｽ長町南仙台第一高校利府高校 ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ
タイム決勝 01:09.0 01:09.9 01:12.0 01:15.8 01:17.8 01:17.8 01:18.0 01:18.0 01:18.5 01:20.4
大会新 (大会新) (大会新)
バタフライ 小池　祥平 井原　光治 小林　昂祐 大澤　優晶 石田　飛翔 森屋　侑士 平山　祐樹 谷津　晴輝 矢部　凌 杉﨑　優太
50m クボタ家 仙台大学 仙台大学 JSS南光台 JSS南光台 クボタ家 ｱｸｱゆめｸﾗﾌﾞ 白石高校 内海遊泳会 仙台東高校
タイム決勝 27.95 28.02 28.38 28.46 28.48 28.56 29.14 29.27 29.73 29.88
大会新

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
リレー クボタ家 JSS南光台 仙台大学 白石高校 仙台東高校 内海遊泳会 仙台一Ｂ 仙台一Ｅ 大河原商業高校仙台一Ａ
200m 小池　祥平 石田　飛翔 佐藤　裕貴 谷津　晴輝 菅原　義貴 大石　武志40 小松　佳路 阿部　敦也 斎藤　翔彩 川﨑　翔平

森屋　侑士 大澤　優晶 井原　光治 相原　潮 鈴木　直人 遠州　誠　40 猪飼　蒼梧 阿部　優斗 米澤　秀明 澤村　恭輔
髙橋　裕介 坂内　亮斗 広田　成登 石戸谷直人 進藤　崇史 桐生　大地 阿部　敦也 高橋　良典 松葉　澪 目黒　大地
窪田　平佑 佐藤　竜晟 小林　昂祐 星　光太郎 杉﨑　優太 矢部　凌 中嶋　遼 昆野　貴文 櫻井　和樹 以倉　拓海

タイム決勝 01:42.3 01:45.8 01:47.5 01:49.1 01:55.5 01:57.8 02:00.1 02:02.2 02:02.2 02:02.7
大会新 (大会新)



男子４０歳代

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
自由形 遠州　誠 宇野　浩一
50m 内海遊泳会 ｲﾄﾏﾝ長命ケ丘
タイム決勝 30.16 34.64
大会新
自由形 
100m 
タイム決勝
大会新
背泳ぎ 
50m 
タイム決勝
大会新
平泳ぎ 米山　哲史 加賀見敏史
50m ｲﾄﾏﾝ長命ケ丘大河原振興事務所
タイム決勝 39.6 43.6
大会新
平泳ぎ 米山　哲史 大石　武志 加賀見敏史
100m ｲﾄﾏﾝ長命ケ丘内海遊泳会 大河原振興事務所
タイム決勝 01:34.2 01:41.2 01:41.6
大会新
バタフライ 宇野　浩一 大石　武志
50m ｲﾄﾏﾝ長命ケ丘内海遊泳会
タイム決勝 37.34 38.36
大会新



男子５０歳代

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
自由形 
50m 
タイム決勝
大会新
自由形 
100m 
タイム決勝
大会新
背泳ぎ 
50m 
タイム決勝
大会新
平泳ぎ 武内　義次
50m MSKY
タイム決勝 51.44
大会新 (大会新)
平泳ぎ 
100m 
タイム決勝
大会新
バタフライ 武内　義次50
50m MSKY
タイム決勝 43.56
大会新 (大会新)



男子６０歳代

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
自由形 神山　靖範
50m ﾙﾈｻﾝｽ郡山
タイム決勝 37.59
大会新
自由形 
100m 
タイム決勝
大会新
背泳ぎ ﾏｸﾏﾅｽ･ﾏｲｹﾙ
50m ｲﾄﾏﾝ長命ケ丘
タイム決勝 38.27
大会新
平泳ぎ 神山　靖範
50m ﾙﾈｻﾝｽ郡山
タイム決勝 51.82
大会新
平泳ぎ ﾏｸﾏﾅｽ･ﾏｲｹﾙ内海　紀元
100m ｲﾄﾏﾝ長命ケ丘内海遊泳会
タイム決勝 01:31.8 01:52.2
大会新 (大会新) (大会新)
バタフライ 内海　紀元
50m 内海遊泳会
タイム決勝 58.59
大会新



男子７０歳代 氏名

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
自由形 
50m 
タイム決勝
大会新
自由形 清原　正司 吉田　協一
100m 阿武隈粋泳会ｲﾄﾏﾝ長命ケ丘
タイム決勝 01:44.3 01:51.1
大会新
背泳ぎ 吉田　協一
50m ｲﾄﾏﾝ長命ケ丘
タイム決勝 54.78
大会新 (大会新)
平泳ぎ 
50m 
タイム決勝
大会新
平泳ぎ 清原　正司70
100m 阿武隈粋泳会
タイム決勝 03:03.9
大会新
バタフライ 
50m 
タイム決勝
大会新


