
55 女子 100m 背泳ぎ 予選 学童

56 男子 100m 背泳ぎ 予選 学童

57 女子 50m バタフライ 予選 学童

58 男子 50m バタフライ 予選 学童

59 女子 200m 背泳ぎ 予選 無差別

60 男子 200m 背泳ぎ 予選 無差別

61 女子 100m 平泳ぎ 予選 学童

62 男子 100m 平泳ぎ 予選 学童

63 女子 50m 自由形 予選 学童

64 男子 50m 自由形 予選 学童

65 女子 200m 平泳ぎ 予選 無差別

66 男子 200m 平泳ぎ 予選 無差別

67 女子 200m 自由形 予選 無差別

68 男子 200m 自由形 予選 無差別

69 女子 50m 背泳ぎ 予選 学童

70 男子 50m 背泳ぎ 予選 学童

71 女子 100m バタフライ 予選 学童

72 男子 100m バタフライ 予選 学童

73 女子 200m バタフライ 予選 無差別

74 男子 200m バタフライ 予選 無差別

75 女子 50m 平泳ぎ 予選 学童

76 男子 50m 平泳ぎ 予選 学童

77 女子 100m 自由形 予選 学童

78 男子 100m 自由形 予選 学童

79 女子 200m 個人メドレー 予選 無差別

80 男子 200m 個人メドレー 予選 無差別

81 女子 4x100m リレー タイム決勝 無差別

82 男子 4x100m リレー タイム決勝 無差別

83 女子 4x50m リレー タイム決勝 学童

84 男子 4x50m リレー タイム決勝 学童

85 女子 100m 背泳ぎ 決勝 学童

86 男子 100m 背泳ぎ 決勝 学童

87 女子 50m バタフライ 決勝 学童

88 男子 50m バタフライ 決勝 学童

89 女子 200m 背泳ぎ 決勝 無差別

90 男子 200m 背泳ぎ 決勝 無差別

91 女子 100m 平泳ぎ 決勝 学童

92 男子 100m 平泳ぎ 決勝 学童

93 女子 50m 自由形 決勝 学童

94 男子 50m 自由形 決勝 学童

95 女子 200m 平泳ぎ 決勝 無差別

96 男子 200m 平泳ぎ 決勝 無差別

97 女子 200m 自由形 決勝 無差別

98 男子 200m 自由形 決勝 無差別

99 女子 800m 自由形 タイム決勝 無差別

100 男子 1500m 自由形 タイム決勝 無差別

101 女子 50m 背泳ぎ 決勝 学童

102 男子 50m 背泳ぎ 決勝 学童

103 女子 100m バタフライ 決勝 学童

104 男子 100m バタフライ 決勝 学童

105 女子 200m バタフライ 決勝 無差別

106 男子 200m バタフライ 決勝 無差別

107 女子 50m 平泳ぎ 決勝 学童

108 男子 50m 平泳ぎ 決勝 学童

109 女子 100m 自由形 決勝 学童

110 男子 100m 自由形 決勝 学童

111 女子 200m 個人メドレー 決勝 無差別

112 男子 200m 個人メドレー 決勝 無差別

113 女子 4x100m メドレーリレー タイム決勝 無差別

114 男子 4x100m メドレーリレー タイム決勝 無差別

115 女子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 学童

116 男子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 学童
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