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1 18002 久保田 みずき ｸﾎﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 荏田高校 0:34:30
2 18037 関口 はるか ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 川崎市立橘高校 0:34:38
3 18017 福嶋 紗楽 ﾌｸｼﾏ ｻﾗ 荏田高校 0:34:41
4 18020 吉村 玲美 ﾖｼﾑﾗ ﾚｲﾐ 白鵬女子高等学校 0:35:03
5 18016 廣田 彩香 ﾋﾛﾀ ｱﾔｶ 荏田高校 0:35:08
6 18001 久保田 かえで ｸﾎﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 荏田高校 0:35:35
7 18025 長谷川 菜摘 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 白鵬女子高等学校 0:35:57
8 18026 脇坂 夢子 ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾒｺ 白鵬女子高等学校 0:35:59
9 18010 平井 日陽 ﾋﾗｲ ﾋﾅﾀ 荏田高校 0:36:06

10 18022 本宮 遥佳 ﾎﾝｸﾞｳ ﾊﾙｶ 白鵬女子高等学校 0:36:16
11 18015 茅野 珠里 ﾁﾉ ｼｭﾘ 荏田高校 0:36:34
12 18004 田中 未波 ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ 荏田高校 0:37:00
13 18008 大谷 菜南子 ｵｵﾀﾆ ﾐﾅｺ 荏田高校 0:37:35
14 18019 宮下 麗瑠 ﾐﾔｼﾀ ﾘﾙ 荏田高校 0:37:50
15 18040 甘利 晴香 ｱﾏﾘ ﾊﾙｶ 川崎市立橘高校 0:38:02
16 18039 下妻 真帆呂 ｼﾓﾂﾞﾏ ﾏﾎﾛ 川崎市立橘高校 0:39:11
17 18021 平野 栞 ﾋﾗﾉ ｼｵﾘ 白鵬女子高等学校 0:39:40
18 18051 市川 ゆみ ｲﾁｶﾜ ﾕﾐ 0:39:49
19 18009 沼田 心 ﾇﾏﾀ ｺｺﾛ 荏田高校 0:40:32
20 18006 松本 優花 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 荏田高校 0:41:15
21 18011 藤田 未来 ﾌｼﾞﾀ ﾐｸ 荏田高校 0:42:08
22 18033 山口 奏子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅｺ 横浜翠陵高等学校 0:42:45
23 18041 上畑 朋美 ｶﾐﾊﾀ ﾄﾓﾐ 瀬谷西高校 0:43:50
24 18014 高野 有菜 ﾀｶﾉ ﾕｳﾅ 荏田高校 0:44:52
25 18013 佐藤 真柚 ｻﾄｳ ﾏﾕ 荏田高校 0:44:53
26 18007 青木 茉広 ｱｵｷ ﾏﾋﾛ 荏田高校 0:44:57
27 18050 横山 さや ﾖｺﾔﾏ ｻﾔ 0:46:01
28 18003 多田 萌華 ﾀﾀﾞ ﾓｴｶ 荏田高校 0:47:16
29 18005 田部 日菜子 ﾀﾍﾞ ﾋﾅｺ 荏田高校 0:47:16
30 18035 伊藤 佑希子 ｲﾄｳ ﾕｷｺ 横浜翠陵高校 0:48:27
31 18049 児島 桃子 ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｺ 0:48:35
32 18030 清水 美来 ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 戸塚高校水泳部 0:49:32
33 18027 山田 莉子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 戸塚高校水泳部 0:50:37
34 18048 山田 桃花 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 0:51:41
35 18043 横山 珠子 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾏｺ 瀬谷西高校 0:52:02
36 18042 池場 美咲 ｲｹﾊﾞ ﾐｻｷ 瀬谷西高校 0:52:02
37 18044 宇田 夕霧 ｳﾀﾞ ﾕｷ 橘学苑高校 0:54:03
38 18045 鈴木 汐梨 ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ 橘学苑高校 0:55:09
39 18031 前田 悠羽 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾊ 横浜翠陵高校 0:56:21
40 18032 髙橋 紗彩 ﾀｶﾊｼ ｻｱﾔ 横浜翠陵 0:56:25
41 18046 坂根 史紀 ｻｶﾈ ﾌﾐ 0:56:27
42 18028 鈴木 美結 ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 戸塚高校水泳部 1:02:15
43 18034 佐藤 佑羽 ｻﾄｳ ﾕｳ 横浜翠陵高等学校 1:07:18
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