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☆400MR
櫛田、国本、奥山、佐保
4-50-41 [1-10-71] 2 位！
リレーベスト！1 泳ベスト！リレー歴代 2 位！1 泳歴代 1 位！
松延、藤井、武田、山田
3-57-43 [1-02-02] 2 位！
リレー大ベスト！リレー歴代 3 位！
☆OP50Fr
前田 36-68 初ベスト！
福山 31-35 初ベスト！
片岡 32-53
須永 28-90 ベスト！
松浦(拓) 27-00 ベスト！
宮嵜 28-66 ベスト！
井上 26-62 ベスト！
☆OP50Ba
藤元 34-78 初ベスト！
☆OP200Fr
森本 2-34-43
☆OP200Br
遠藤 3-12-64 ベスト！
☆800Fr

大谷 9-09-64 6 位！初ベスト！歴代 8 位！
三輪 9-34-87 大ベスト！歴代 19 位！
菊辻 9-34-22 8 位！
☆400IM
国本 5-53-48 2 位！
河内 5-36-02 ベスト！
藤井 4-43-29 2 位！
☆200Fr
永田 2-57-55
築出 2-53-48 ベスト！
櫛田 2-09-86 1 位！
西畑 2-10-48 初ベスト！
嵐 2-13-43 ベスト！
円田 2-05-50
☆50Fr
Renata 46-32 初ベスト！
谷口 33-55 7 位！ベスト！
佐保 28-67 3 位！
高木 25-82 ベスト！
武田 24-32 4 位！
山田 24-06 3 位！
☆200Fly
奥山 2-44-27 2 位！大ベスト！歴代 4 位更新！
島田 2-40-36
藤條 2-21-51 ベスト！歴代 15 位更新！
松尾 2-10-51 2 位！
☆200Ba
米澤 3-14-93 6 位！大ベスト！
市後 3-17-97 7 位！ベスト！
樫尾 2-26-34 ベスト！歴代 18 位！
堀下 2-18-49 6 位！ベスト！歴代 5 位更新！

松延 2-15-08 1 位！ベスト！歴代 3 位更新！
☆200Br
松本 3-02-91 3 位！大ベスト！歴代 6 位！
岡本(和) 2-45-61
熊谷 2-41-28
田中 2-32-77
☆200FR
佐保、櫛田、国本、奥山
1-57-39 [29-19] 2 位！
☆400FR
山田、藤井、松尾、武田
3-33-95 [52-23] 1 位！
リレーベスト！1 泳ベスト！リレー歴代 2 位！1 泳歴代 3 位更新！
☆200IM
国本 2-41-67 2 位！
島田 2-36-07 ベスト！
藤井 2-11-52 2 位！
☆400Fr
永田 6-34-83 8 位！初ベスト！
築出 6-04-09 6 位！ベスト！
櫛田 4-31-77 1 位！
大谷 4-21-00 8 位！ベスト！
三輪 4-34-92
菊辻 4-35-58
☆100Fr
谷口 1-17-41 初ベスト！
佐保 1-03-94 3 位！
高木 58-67
円田 57-51
山田 53-93 4 位！

☆100Fly
奥山 1-13-25 2 位！
藤條 1-05-35
松尾 58-85 6 位！
武田 56-41 3 位！ベスト！歴代 2 位更新！
☆100Ba
米澤 1-30-80 8 位！
市後 1-29-54 7 位！ベスト！
樫尾 1-05-79
堀下 1-04-24 ベスト！歴代 9 位！
松延 1-02-03 3 位！
☆100Br
松本 1-24-38 大ベスト！歴代 5 位！
岡本(和) 1-15-75
熊谷 1-13-36 ベスト！
田中 1-08-39
☆OP100Fr
前田 1-24-79 初ベスト！
福山 1-13-46 初ベスト！
森本 1-05-68 ベスト！
宮嵜 1-07-48
嵐 1-00-82
西畑 58-67 初ベスト！
☆OP100Fly
片岡 1-20-89
☆OP100Ba
藤元 1-14-86 初ベスト！
奥村 1-04-08 初ベスト！
☆OP100Br

須永 1-24-11 大大大大大ベスト！
松浦(拓) 1-19-28 大大ベスト！
遠藤 1-24-35 ベスト！
岡本(祐) 1-24-50 初ベスト！
山本 1-20-03 初ベスト！
☆OP200IM
山本 2-43-56 初ベスト！
井上 2-35-31 初ベスト！
奥村 2-35-12 初ベスト！
☆OP200MR
チームぽっちゃり
福山、山本、奥村、藤元
2-14-75 [38-30] リレー初ベスト！1 泳ベスト！
☆400FR
櫛田、佐保、国本、奥山
4-18-66 [1-01-12] 2 位！
1 泳ベスト！
☆800FR
藤井、松尾、大谷、武田
8-01-63 [1-58-91] 4 位！
リレー初ベスト！1 泳ベスト！リレー歴代 6 位！1 泳歴代 5 位！

