
  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

青山　昇也（岐阜聖徳） 小島　駿矢（麗澤瑞浪） 臼田　紳二（関 商 工） 渡邉　葉月（済　　美） 井貝　華央（岐阜聖徳） 森　彩乃（済　　美）

加藤　慎之介（岐 南 工） 野村　治平（岐阜聖徳） 青山　昇也（岐阜聖徳） 宮崎　佳乃（済　　美） 井貝　華央（岐阜聖徳） 坂崎　千帆（市岐阜商）

岩垣　勇司（岐阜聖徳） 川島　諒太（長　　良） 福田　凌也（関 商 工） 森　樺音（済　　美） 前出　心美（済　　美） 三木　杏奈（飛騨高山）

石本　湧大（高 山 西） 山本　篤信（高 山 西） 山腰　陸斗（斐　　太） 瀬木　彩花（美濃加茂） 前出　心美（済　　美） 坂上　瑠渚（美濃加茂）

古橋　空弥（美濃加茂） 中田　朝陽（益田清風） 石丸　朋弥（益田清風） 瀬木　彩花（美濃加茂） 一ノ瀬　穂南（斐　　太） 上村　莉沙（益田清風）

一ノ瀬　穂南（斐　　太） 住野　友理（斐　　太） 樋口　ほのか（美濃加茂）

山下　大毅（美濃加茂） 岡崎　樹（中　　京） 犬塚　知宏（美濃加茂）

坂崎　千帆（市岐阜商） 市川　紗羅（市岐阜商） 河尻　　優來（美濃加茂）

伊藤　真治（岐阜聖徳） 前田　海輝亜（岐阜聖徳） 栗本　遥生（斐　　太）

下畑　龍矢（飛騨高山） 前田　海輝亜（岐阜聖徳） 島尻　裕太郎（斐　　太） 市川　紗羅（市岐阜商） 鈴木　花菜（高 山 西） 西村　優記（済　　美）

若山　大晟（中　　京） 織橋　巧（中　　京） 佐藤　滉太（美濃加茂）

後藤　誉（美濃加茂） 岩島　昇汰（益田清風） 渡辺　樹（美濃加茂） 山下　莉来（益田清風） 稲垣　未来（済　　美） 近藤　かえ（済　　美）

野村　治平・吉田　創詠 長江　来樹・小島　駿矢 河合　智哉・臼田　紳二 今西　喜子・渡邉　菜月 日向　美稀・市川　紗羅 林　莉子・鹿野　日陽南

青山　昇也・伊藤　真治 齋木　勝太郞・澤村　太星 日置　文哉・福田　凌也 宮崎　佳乃・森　彩乃 坂崎　千帆・廣瀬　愛実 服部　真帆・梅村　綾央

（岐阜聖徳） （麗澤瑞浪） （関 商 工） （済　　美） （市岐阜商） （長　　良）

栗本　遥生・島尻　裕太郎 安江　陸・福田　凌也 タムラ　カエタノ・岩垣　勇司 中島　里桜・前出　心美 森　菜々子・坪内　香澄 今井　希々・渡邉　千夏

桑原　大和・山腰　陸斗 臼田　紳二・日置　文哉 石田　大河・前田　海輝亜 大橋　京華・森　樺音 土井　愛月・鈴木　花菜 麻生　エイコ・纐纈　穂高

（斐　　太） （関 商 工） （岐阜聖徳） （済　　美） （高 山 西） （美濃加茂）

堀　翔太朗（岐 阜 工） 西脇　由翔（大 垣 商） 大洞　俊貴（岐 南 工） 竹内　美悠（坂　　下） 岡本　桜（県岐阜商） 西垣内　わこ（美濃加茂）

野々村　健（県岐阜商） 大屋　紅輝（大 垣 工）
戸髙　允翔（岐南工）
只腰　弘人（美濃加茂）
前出　旺佑（県岐阜商）

安田　妃々華（岐阜総合） 丸山　あずみ（県岐阜商） 林　亜美（岐阜総合）

三輪　哉太（県岐阜商） 山下　壮一郎（長　　良） 仲村　颯祐（斐　　太） 鹿野　日陽南（長　　良） 野村　季生（県岐阜商） 森　彩乃（県岐阜商）

三輪　哉太（県岐阜商） 小川　周悟（市岐阜商） 山田　駿佑（美濃加茂） 鹿野　日陽南（長　　良） 菊川　夢空（県岐阜商） 可児　美咲（済　　美）

阪本　健斗（中津川工） 永野　陽希（岐 阜 盲） 吉原　颯人（市岐阜商） 立木　杏衣理（市岐阜商） 土田　彩加（市岐阜商） 志津　明純花（坂　　下）

井上　源禄（市岐阜商） 服部　空（市岐阜商） 小林　千紘（市岐阜商） 佐藤　綺海（済　　美） 土田　彩加（市岐阜商） 本田　結子（美濃加茂）

服部　空（市岐阜商） 藤掛　由己也（可 児 工） 吉原　颯人（市岐阜商） 大森　彩椰（済　　美） 中村　朋美（済　　美） 立木　杏衣理（市岐阜商）

朝田　康聖（武　　義） 山田　航大（市岐阜商） 河村　昂樹（大 垣 商） 今井　菜月（斐　　太） 上津　希乃香（大垣養老） 中村　朋美（済　　美）

森田　鴻之介（美濃加茂） 石原　智也（斐　　太） 井之口　正輝（高 山 西）

廣瀬　愛実（市岐阜商） 榧森　結女（飛騨高山） 大野　朱音（県岐阜商）

渡辺　匠郎（大 垣 商） 高橋　大地（大 垣 商） 澤原　聡史（大 垣 商） 峯野　葵子（大 垣 商） 髙木　菜奈葉（大 垣 商） 川嶋　留奈（大 垣 商）

 床 渡辺　匠郎（大 垣 商） 下田　典蔵（済　　美） 今尾　颯良（大 垣 商） 峯野　葵子（大 垣 商） 髙木　菜奈葉（大 垣 商） 川嶋　留奈（大 垣 商）

鞍馬 渡辺　匠郎（大 垣 商） 日比野　悠貴（大 垣 商） 高橋　大地（大 垣 商）

吊輪 渡辺　匠郎（大 垣 商） 澤原　聡史（大 垣 商） 今尾　颯良（大 垣 商）

跳馬 渡辺　匠郎（大 垣 商） 下田　典蔵（済　　美） 高橋　大地（大 垣 商） 峯野　葵子（大 垣 商） 髙木　菜奈葉（大 垣 商） 奥田　悠来（大 垣 商）

平行棒 渡辺　匠郎（大 垣 商） 高橋　大地（大 垣 商） 今尾　颯良（大 垣 商）

鉄棒 渡辺　匠郎（大 垣 商） 下田　典蔵（済　　美） 澤原　聡史（大 垣 商）

段違い平行棒 峯野　葵子（大 垣 商） 川嶋　留奈（大 垣 商） 奥田　悠来（大 垣 商）

平均台 髙木　菜奈葉（大 垣 商） 峯野　葵子（大 垣 商） 川嶋　留奈（大 垣 商）

　　　　　　　　　令和３年　１月　１９日（火）現在
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 令和２度（第６８回）岐阜県高等学校総合体育大会（代替大会）              

         成績一覧表　  （個人の部）                

　陸 上 競 技

１１０ｍＨ

種　　　　　目

1

個人総合

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

１５００ｍ

2



  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

個人総合 村地　廉人（済　　美） 岩田　隼（済　　美） 桒原　碧都（済　　美） 竹内　佑季（大 垣 商） 川瀬　葵ら里（大 垣 商） 浅野　紗矢（大 垣 商）
リボン 竹内　佑季（大 垣 商） 浅野　紗矢（大 垣 商） 川瀬　葵ら里（大 垣 商）
クラブ 村地　廉人（済　　美） 岩田　隼（済　　美） 桒原　碧都（済　　美） 川瀬　葵ら里（大 垣 商） 竹内　佑季（大 垣 商） 浅野　紗矢（大 垣 商）
ロープ 村地　廉人（済　　美） 岩田　隼（済　　美） 桒原　碧都（済　　美）

４５Kg級 井端　日菜（中　　津） 水野　里咲（土 岐 商） ＊
５５Kg級 近藤　丈琉（海津明誠） 春日井　捷斗（中　　津） 中島　悠希（可　　児） 纐纈　奈菜子（土 岐 商）
５９Kg級 松田　紗奈（中　　津） 伊東　美咲（土 岐 商） ＊
６１Kg級 栗村　海（土岐紅陵） 大島　恵悟（中　　津） 川合　達也（可　　児）
６４Kg級 深萱　咲桜子（中　　津） 中村　れいら（海津明誠） 玉木　保乃日（土 岐 商）
６７Kg級 中嶋　亮太（中　　津） 杉野　颯馬（海津明誠） 山下　愛翔（土岐紅陵）
７１Kg級 橋本　愛絵（土 岐 商） 野村　真央（土 岐 商） ＊

７３Kg級 金沢　竜也（土 岐 商） 木股　壱颯（土 岐 商） 亀山　陽生（可　　児）
８１Kg級 冨沢　航介（土 岐 商） 稲垣　良太（可　　児） ＊
８９Kg級 藤井　駿成（中　　津） 古川　仙之（海津明誠） 柴田　太一（土岐紅陵）
９６Kg級 加藤　祐二（土岐紅陵） 鷲見　一樹（中　　津） ＊
１０２Kg超級 西尾　奨馬（土岐紅陵） 髙木　清司（海津明誠） 鈴木　晴也（可　　児）

尾方　祐仁（岐 南 工） 岩井　芯（岐阜第一） 南谷　亜京（岐 南 工） 若原　梨々花（岐阜第一） 南谷　果英（岐 南 工） ＊
大野　風貴芽（岐阜第一） 宇野　紅音（岐阜第一） 南谷　果英（岐 南 工）

尾方　祐仁（岐 南 工） 恩田　莉玖（岐阜第一） 南谷　亜京（岐 南 工）
若原　梨々花（岐阜第一） 大野　風貴芽（岐阜第一） 宇野　紅音（岐阜第一）

西澤　優聖（岐阜第一） 森　善大朗（岐 南 工） 山口　涼輔(岐阜第一）
坂井　摩裟斗・岩井　芯
林　遼大・辻　晴貴（岐阜第一
A）
尾方　祐仁・馬渕　亮典 岡田　陽喜・中川　颯・恩田　莉玖 河合　晨太郞・松野　翔太
森　善大朗・南谷　亜京 酒井　章剛・井上　凌玖 竹中　大知・村瀬　成

（岐南工Ａ） （岐阜第一Ａ） （岐南工B）

　ソフトテニス
松田　勲虎・児玉　翼 鈴木　翔太・安藤　颯真 吉田・西尾（中 津 商） 大林　里緒・廣江　真衣 西迫　文香・松久　華奈子 坂・清水（県岐阜商）

（中　　京） （中　　京） 村田・中島（中　　京） （多治見西） （鶯　　谷） 田中・平松（県岐阜商）

200mタイムトライアル

 　　　　　　　　　　　　　女　　　　　　子

　新体操

            　　　　　　　 男　　　　　　子
種目

　自転車競技

　

個人種目別

4

5

 

１㎞タイムトライアル

 

3

ウエイトリフティング

＊

４㎞チームパーシュート

チーム・スプリント

シングルス

３㎞タイムトライアル
２㎞タイムトライアル

ダブルス

＊

6

7

　卓球

個人

500mタイムトライアル

新型コロナウイルスの影響により中止



  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

　テニス

柘植　由成（富　　田） 内藤　優花（大 垣 西）
中嶋　一晴（富　　田） 小川　咲亜弥（県岐阜商）

得居　舜・堀　雅矢 小嶋　隆哉・後藤　智晴 大野・小嶋（高 山 工） 宮澤　諒・中島　愛香 山口　珠鈴・掛川　紗来 横山・堀部（長　　良）
（長　　良） （帝京大可児） 原田・杉浦（土 岐 商） （県岐阜商） （済　　美） 荒井・尾関（岐阜各務野）

11 剣 道

矢田　隆晟（大垣日大）
吉田　桐龍（岐阜農林）

６０Kg級

ダブルス

７３Kg級

８１Kg級

１００Kg級

 

９０Kg級

　バドミントン

５７Kg級

 　　　　　　　　　　　　　女　　　　　　子

１００Kg超級

４８Kg級

ダブルス

種目

７８Kg級

シングルス

個人

8

9

10

シングルス

12

５２Kg級

            　　　　　　　 男　　　　　　子

直井　渉留（高 山 西）

６３Kg級

７０Kg級

山藤　勇治（岐阜農林） 織田　タダシ（岐阜農林）

　相　　　　　　撲

近藤　加奈子（県岐阜商）島﨑　妃奈乃（県岐阜商）

個人

７８Kg超級

新型コロナウイルスの影響により中止

新型コロナウイルスの影響により中止

新型コロナウイルスの影響により中止

新型コロナウイルスの影響により中止

石山　稀陽（県岐阜商）

  柔　　　　　　道

６６Kg級



  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

14
上間　康世（岐 阜 工） 中村　列亜（中　　京）

水向　　冴（岐 阜 工） 早川　光河（多治見工）
山口　真太郞（中　　京） 溝口　大聖（岐 阜 工） ＊
武藤　涼太（中　　京） 加藤　正悟（岐 阜 工）
犬塚　音也（中　　京） 大野　生喜（岐 阜 工）
植松　風河（中　　京） 加藤　怜（多治見工） 成瀬　楓冴（多治見工）
堀　慎ノ佑（岐 阜 工） 菅野　陸斗（多治見工） 柴田　蒼星（多治見北）
樫谷　樹歌（中　　京） 安藤　匡亮（多治見工） 佐々木　理人（羽島）
不破　エライジャ（中　　京） 木村　凜（岐 阜 工） 小鳥　宏貴（多治見工）
十市　皓瑠（岐 阜 工） 石井　辰季（中　　京） ＊
奥村　健伸（多治見工） 鵜飼　祐矢（多治見工） 宮下　光（中　　京）

松本　優駿（多治見工）

 　　　　　　　　　　　　　女　　　　　　子

　フェンシング

　  〃      　　  71Kg級
    〃  　　      80Kg級
    〃     　　   92Kg級
    〃  　　     125Kg級

　  〃        　　62Kg級

　  〃    　　    60Kg級
　  〃 　　       65Kg級

　  〃     　　   70Kg級
　  〃     　　   66Kg級

　  〃   　　     71Kg級

    〃     　　   80Kg級
    〃　          92Kg級

13

ライトフライ級

グレコローマン51Kg級
    〃 　　       55Kg級

　  〃        　　65Kg級

種目

　　〃　　　　　52Kg級
    〃      　　  55Kg級

　　〃　　　　　51Kg級

            　　　　　　　 男　　　　　　子

    〃     　　 125Kg級

　  〃        　　60Kg級

　レスリング

フリースタイル46Kg級

　　〃　　　　　49Kg級

個人

園部　翔太（岐 阜 工）

個人フルーレ

ウエルター級
ミドル級

15

16

（認定）
小川　葵（岐 阜 工）

 〃 エペ

フライ級

ライト級

ライトウエルター級

　弓　　　　　　道
 〃 サーブル

新型コロナウイルスの影響により中止

新型コロナウイルスの影響により中止

新型コロナウイルスの影響により中止

（認定）
溝口　日菜（岐 阜 工）

  ボクシング

バンタム級



 

  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

小島　大輝（八百津A） 根村　佳志（加 茂 A） 永井　琉貴（八百津B） 安藤　凜々（可 児 工） 武市　桃花（美濃加茂D） 新保　きらり（加 茂 A）
玉田　華渚太・清水　康希 後藤　怜生・加藤　純大 田上　凱也・伊藤　圭汰 相川　唯・岩井　美樹 若原　彩希奈・渕上　実央 後藤　実優・杉山　華梨

（八百津Ａ） （恵 那 A） （加 茂 B） （八百津） （東農実業A） （美濃加茂）
佐藤 圭一郎・椙山　卓翔 井上　泰聖・林　信壱 林　瞭希・山田　聖斗 坂元　秋桜・猪野日向子 藤井　美緒・馬井　風羽花 山岡　愛実・纐纈　彩弓
今別府　隼人・柘植　充 金石　爽汰・山内　尋斗 大村　優日・ｼﾗﾝｱﾙｼﾞｬｽﾃｨﾝ 横田　紗弥・吉田　凜香 丸山　歩夏・神尾　羽菜 金子　さくら・小村　南々楓
島中　要　（加 茂 Ａ） 増倉　夢大（美濃加茂） 武藤　愛希　（八百津A） 日比野　真心　（加茂A） 山田　紗稚　（恵那） 井戸　りり花　（八百津）

栗田　鈴佳（大 垣 商） 古澤　怜奈（大 垣 商） 小川　遥菜（大 垣 商）
古澤　怜奈・栗田　鈴佳 小川　遥菜・三井　彩友香 高岡　澟・田辺　ひな

 （大 垣 商） （大 垣 商） （大 垣 商）

団体　ＡＲの部

団体　ＢＲの部

団体　BPの部

斉藤　史弥（大 垣 西） 澤田　つくし（大 垣 西） 竹中　悠人（大 垣 西） 深尾　和奏（聖マリア） 山田　侑奈（聖マリア） 佐竹　稚奈（聖マリア）

個人

20

21

     種　　　　　目
            　　　　　　　 男　　　　　　子

19

シングルスカル

　ライフル射撃

22

個人形

個人  ＢＲの部

個人　ＢＰの部

個人

　ゴルフ

ダブルスカル

舵手付クォドルプル

18

17

組演武

単独演武

新型コロナウイルスの影響により中止

新型コロナウイルスの影響により中止

　アーチェリー

　なぎなた

　空手道

個人

個人組手

演技

個人  ＡＲの部

  ボート

 　　　　　　　　　　　　　女　　　　　　子

少林寺拳法
23

新型コロナウイルスの影響により中止

新型コロナウイルスの影響により中止



  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

安藤　響平（岐　　阜） 所　祥生（大 垣 商） 桐山　慎太郎（岐 阜 北） 野宮　梨央（県岐阜商） 藤田　桃（長　　良） 渡邊　りお（県岐阜商）
餅原　彬人（県岐阜商） 安江　陸（帝京大可児） 桐山　慎太郎（岐 阜 北） 藤田　桃（長　　良） 馬瀬　心奏（帝京大可児） 加藤　智夏（帝京大可児）
餅原　彬人（県岐阜商） 前川　拳史朗（帝京大可児） 堀　泰地（岐　　阜） 清水　結菜（大 垣 商） 田邊　汐梨（多治見西） 太田　美穂（県岐阜商）
前川　拳史朗（帝京大可児） 中田　温大（帝京大可児） 三浦　元暉（岐阜聖徳） 松崎　江里子（帝京大可児） 清水　結菜（大 垣 商） 安藤　友美（多治見西）

高山　結菜（岐阜聖徳） 安藤　友美（多治見西） 今井　晴菜（帝京大可児）
三浦　元暉（岐阜聖徳） 永縄　宙（岐阜聖徳） 里見　隼人（帝京大可児）
永井　猛登（岐 阜 北） 小藪　皇雅（大 垣 商） 伏屋　卓（県岐阜商） 鍵谷　柚月（帝京大可児） 黒田　絢子（長　　良） 山田　陽日（多治見工）
永井　猛登（岐 阜 北） 大塚　健記（大 垣 商） 伏屋　卓（県岐阜商） 鍵谷　柚月（帝京大可児） 山田　陽日（多治見工） 黒田　絢子（長　　良）
吉田　早羽（県岐阜商） 中村　瑞希（長　　良） 渡邊　昂（岐阜聖徳） 野宮　梨央（県岐阜商） 小澤　実彩希（帝京大可児） 山田　陽月（大 垣 商）
中村　瑞希（長　　良） 渡邊　昂（岐阜聖徳） 吉村　佑樹（県岐阜商） 山田　陽月（大 垣 商） 小澤　実彩希（帝京大可児） 中島　涼（大 垣 商）
所　祥生（大 垣 商） 上田　迅（帝京大可児） 亀田　陽生（大 垣 商） 大川　日菜（大 垣 商） 日比野　由奈（帝京大可児） 可児　まりん（多治見西）
上田　迅（帝京大可児） 亀田　陽生（大 垣 商） 伊藤　大輝（岐　　阜） 大川　日菜（大 垣 商） 竹中　ひかる（大 垣 商） 可児　まりん（多治見西）
戸田　和樹（大 垣 北） 渡邉　丞一朗（県岐阜商） 伊藤　大貴（岐阜聖徳） 田邊　汐梨（多治見西） 日比野　由奈（帝京大可児） 渡邊　りお（県岐阜商）
戸田　和樹（大 垣 北） 大塚　淳平（県岐阜商） 永縄　宙（岐阜聖徳） 松崎　江里子（帝京大可児） 高山　結菜（岐阜聖徳） 土屋　理緒（岐阜聖徳）
餅原・大塚・渡邉・吉田 安江・前川・中田・上田 高橋・堀・山田・安藤 松崎・小澤・馬瀬・加藤 山田・清水・大川・佐古田 野宮・渡邊・太田・山下

（県岐阜商A） （帝京大可児A） （岐　　阜A） （帝京大可児） （大 垣 商A） （県岐阜商A）
上田・安江・中田・前川 餅原・大塚・渡邉・遠藤 堀・山田・高橋・安藤 松崎・小澤・加藤・馬瀬 清水・山田・大川・佐古田 渡邊・太田・山下・野宮

（帝京大可児A） （県岐阜商A） （岐　　阜） （帝京大可児） （大 垣 商） （県岐阜商A）
山腰・小籔・所・赤羽 吉田・伏屋・餅原・大塚 杉浦・中田・上田・前川 山田・松岡・大川・清水 小澤・鍵谷・馬瀬、松崎 野宮・奥田・渡邊・太田

（大 垣 商A） （県岐阜商A） （帝京大可児A） （大 垣 商A） （帝京大可児） （県岐阜商A）

伊藤　風人（中 津 商） 三輪　真大（中　　京） 大窪　優太（中 津 商） 原　ひより（恵 那 農） 西尾　優貴那（中　　京） 小栗　一華（中　　京）
原　駿太（中　　京） 伊藤　風人（中 津 商） 三輪　真大（中　　京） 原　ひより（恵 那 農） 西尾　優貴那（中　　京） 遠山　明歩（恵 那 農）
原　駿太（中　　京） 小山　大和（中 津 商） 細井　勇大（中　　京） 冨成　美姫（恵 那 農） 菱川　麻有（中　　京） ＊

冨成　美姫（恵 那 農） ＊ ＊
鈴木　義人（中　　京） 細井　勇大（中　　京） 安部　創二朗（中 津 商）

＊ ＊ ＊
中　　京 中 津 商 恵 那 南

谷口　皓生（飛騨神岡） 山腰　正義（高 山 工） 下畑　勇登（飛騨高山） 谷口　綾（飛騨神岡） 渡邊　千桃（岐阜第一） 中村　真緒（飛騨高山）
谷口　皓生（飛騨神岡） 村井　堅（飛騨神岡） 山腰　正義（高 山 工） 二村　優月（飛騨高山） 宇津宮　楓華（飛騨高山） 谷口　綾（飛騨神岡）

寺下　らな（高 山 工） ＊ ＊
岩本　翔（飛騨高山） 谷口　智紀（高 山 工） 山下　颯矢（高 山 工）

寺下　らな（高 山 工） ＊ ＊
岩本　翔（飛騨高山） 谷口　智紀（高 山 工） 山下　颯矢（高 山 工）10㎞フリー

15㎞リレー

１００００ｍ
２０００ｍリレー

40㎞リレー

10Kmクラシカル
５Kmフリー

　１０００ｍ
　１５００ｍ
　３０００ｍ

  １００ｍ背泳ぎ
  ２００ｍ背泳ぎ
  １００ｍバタフライ

  １００ｍ平泳ぎ
  ２００ｍ平泳ぎ

  ２００ｍバタフライ
  ２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ
  ４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

  4✕ 1００ｍフリーリレー

  ４✕２００ｍフリーリレー

  ４✕１００ｍメドレーリレー

　５０００ｍ

大回転
スペシャルジャンプ
Ｎ・コンバインド
５㎞クラシカル

26 　スキー
回転

25 　スケート
　　５００ｍ

24

            　　　　　　　 男　　　　　　子

１５００ｍ自由形

  水泳
　　５０ｍ自由形

 　　　　　　　　　　　　　女　　　　　　子
     種　　　　　目

　１００ｍ自由形
　２００ｍ自由形
　４００ｍ自由形
  ８００ｍ自由形


