
   1位 1位 2位 2位 3位 3位 4位 4位 5位 5位 6位 6位 7位 7位 8位 8位
自由形 横山　　雅 中3 細木　美優 中3 中西　由乃 中1 池口いずみ 中2 宇山　維乃 中3 前田悠希子 中3 久本　美空 中2 安田　六月 中3
50m 桜ヶ丘中 米子北斗中 北条中 箕蚊屋中 加茂中 倉吉西中 智頭中 箕蚊屋中
決勝 27.26 28.42 29.03 29.18 29.57 29.68 30.37 30.48

(全中標準突破)

自由形 山田　奈子 中3 桑本　真子 中3 山田　理子 中1 岸本　麻央 中1 黒木　麗菜 中2 西村　紗月 中2 岡田こころ 中2 前田　早貴 中3
200m 境一中 大栄中 福生中 桜ヶ丘中 八東中 福米中 湖東中 弓ヶ浜中
決勝 02:13.0 02:22.5 02:26.4 02:29.6 02:30.3 02:30.6 02:30.7 02:31.9

自由形 安田　雪乃 中2 前田　悠里 中2 仙波歩乃果 中2 稲村茉李香 中3 清水　瑠菜 中3 小原　絵梨 中2 濵田　真衣 中3
800m 箕蚊屋中 箕蚊屋中 東山中 気高中 桜ヶ丘中 福米中 東山中
タイム決勝 09:57.1 10:29.5 10:32.7 10:38.4 10:55.2 10:58.1 12:20.6

背泳ぎ 鶴田　真美 中3 長谷　青空 中2 山根　理瑚 中1 組嶽　奈生 中2 安本　彩花 中3 遠藤　里奈 中3 伊藤　眞緒 中2 中村莉々佳 中1
200m 淀江中 弓ヶ浜中 北溟中 法勝寺中 国府中 湯梨浜中 箕蚊屋中 福生中
決勝 02:27.8 02:35.2 02:41.9 02:47.1 02:48.5 02:49.4 02:53.3 02:56.1

平泳ぎ 平林　優花 中1 田邉　望美 中3 吉尾　真歩 中2 山本早穂子 中2 小西　乃愛 中1 小笠原歌穂 中2 遠藤　遥香 中1 福田いつか 中3
200m 東山中 福米中 鳥取西中 湯梨浜中 鳥取南中 美保中 後藤ヶ丘中 福生中
決勝 02:45.2 02:46.7 02:49.3 02:56.0 02:59.8 03:08.2 03:08.3 03:16.2

バタフライ 塩澤　穂香 中2 小坪　朋夏 中1 三浦　茉依 中3 山口　梨緒 中2
200m 後藤ヶ丘中 名和中 倉吉西中 桜ヶ丘中
決勝 02:22.1 02:31.1 02:36.1 02:58.8

個人メドレー 森　　　涼 中3 髙野　玲奈 中3 清水　星華 中2 堀口　　藍 中3 石井　里佳 中3
400m 福米中 三朝中 桜ヶ丘中 淀江中 後藤ヶ丘中
決勝 05:36.2 05:48.5 05:52.1 06:19.7 07:40.1

リレー 箕蚊屋中 中 桜ヶ丘中 中 福米中 中 東山中 中 福生中 中 法勝寺中 中 加茂中 中 弓ヶ浜中 中
400m 安田　雪乃 中2 横山　　雅 中3 森　　　涼 中3 仙波歩乃果 中2 山田　理子 中1 組嶽　奈生 中2 宇山　維乃 中3 前田　早貴 中3
決勝 前田　悠里 中2 清水　瑠菜 中3 田邉　望美 中3 杉町　侑子 中2 中村莉々佳 中1 加納　寬奈 中2 長岡　陽菜 中1 蓼本　海来 中2

安田　六月 中3 岸田　真実 中3 小早川美憂 中1 平林　優花 中1 中村　優希 中3 竹本あかね 中1 梅林穂乃花 中1 川部愛結美 中2
池口いずみ 中2 岸田　美怜 中2 西村　紗月 中2 岩本　樹美 中3 真壁　美夕 中2 大西　千咲 中2 宗村　玲奈 中3 長谷　青空 中2

04:21.2 Fin. 04:24.2 Fin. 04:34.4 Fin. 04:36.6 Fin. 04:43.0 Fin. 04:49.1 Fin. 04:51.5 Fin. 04:54.2 Fin.

 1:02.83 1st.  1:00.29 1st.  1:06.48 1st.  1:06.91 1st.  1:07.74 1st.  1:08.95 1st.  1:06.69 1st.  1:10.69 1st.
(大会新) 1st.


