
第34回北信越中学校総合競技大会水泳競技

於 : 加賀市中央公園プール

《男子》 上段/氏名　　中段/所属　　下段/記録 ○：大会新

〈個人〉 3位 4位
男子50m自由形 樋口　陽太 田中　貫太 内山　　海 木村　航也 西沢　優作 山本　達矢 坂下　侑哉 緒方　敦大

京ヶ瀬 松本秀峰 小針 伊那 戸倉上山田 辰口 松任 松陵
25.65 25.74 25.78 26.02 26.04 26.19 26.43 26.62

男子100m自由形 内山　　海 井口　翔太 古屋　純希 西沢　優作 皆川　孝佑 木村　航也 緒方　敦大 青山　勝征
小針 赤穂 羽咋 戸倉上山田 小出 伊那 松陵 明倫
54.99 56.38 56.44 56.50 56.73 57.44 57.45 57.74

男子200m自由形 有賀　　樹 近江ウイリアム 小林　大夢 松澤　幸祐 刈本　大洋 山田　広夢 宮沢　　光 楡井　涉大
松陽 大町第一 丘 宮浦 布水 八尾 大町第一 柿崎

1:55.88 2:01.78 2:03.54 2:03.80 2:05.15 2:05.33 2:06.11 2:06.21
男子400m自由形 有賀　　樹 星野　源太 杉木　光希 佐成　純和 立壁　涼虎 登坂　　心 野本　泰玄 小林　大夢

松陽 分水 滑川 清泉 福大附属 藤見 長岡東北 丘
4:02.98 ○ 4:14.61 4:15.92 4:16.79 4:18.51 4:18.71 4:20.74 4:25.84

男子1500m自由形 中川　　潤 野本　泰玄 登坂　　心 佐成　純和 立壁　涼虎 泉　　大雅 圓本　元矢 小池　力斗
新津第一 長岡東北 藤見 清泉 福大附属 額 奥田 丘
16:28.23 ○ 16:44.42 17:06.13 17:08.40 17:17.65 17:33.05 17:38.44 17:39.01

男子100m背泳ぎ 松村　　翼 佐々木康汰 元谷　優快 近江ウイリアム 玉井　　智 種村　　凌 西野　瑞輝 小林　京平
緑ヶ丘 柏崎第一 松陽 大町第一 広徳 大和 万葉 小針
1:02.85 1:03.48 1:03.85 1:04.18 1:04.79 1:05.24 1:05.95 1:06.45

男子200m背泳ぎ 元谷　優快 松村　　翼 小林　京平 佐々木康汰 西野　瑞輝 玉井　　智 種村　　凌 米一　僚真
松陽 緑ヶ丘 小針 柏崎第一 万葉 広徳 大和 奥田

2:16.09 2:16.91 2:17.25 2:19.62 2:20.32 2:20.37 2:22.99 2:23.36

男子100m平泳ぎ 安井　優介 塩入　龍斗 石野　琉太 峯浦　　楽 緒方　健人 村野　貴哉 金子　怜央 勝野　晴輝
松任 明善 出町 小浜 巻西 足羽第一 大潟町 菅野

1:06.47 ○ 1:06.76 1:08.50 1:09.02 1:09.73 1:09.85 1:10.66 1:11.08
男子200m平泳ぎ 安井　優介 峯浦　　楽 緒方　健人 石野　琉太 青山　勝征 塩入　龍斗 浅田　泰平 若林龍之介

松任 小浜 巻西 出町 明倫 明善 富山南部 真野
2:23.25 2:24.73 2:26.02 2:28.42 2:28.48 2:30.46 2:31.49 2:32.76

男子100mバタフライ 椎野　一樹 田中　貫太 金田　穂高 高橋　裕汰 清水　悠吾 丸山　伸吾 中澤　健介 田中　　育
寺井 松本秀峰 栄 北陸 小浜第二 内野 坂井輪 志賀
57.64 ○ 58.88 59.52 59.84 59.87 1:00.18 1:00.56 1:00.78

男子200mバタフライ 小林　慶人 大滝　泰樹 椎野　一樹 金田　穂高 清水　悠吾 廣澤　仁樹 高橋　裕汰 土橋　　尚
燕 藤見 寺井 栄 小浜第二 旭ヶ丘 北陸 金大附属

2:11:66 2:12.36 2:12.62 2:13.25 2:13.90 2:15.52 2:16.20 2:16.77

男子200m個人メドレー 日比　崇達 中川　　潤 長谷川楓悟 大滝　泰樹 壇原　祐太 大縫　理央 西澤　　海 丸本　大空
堀川 新津第一 高浜 藤見 更北 曽野木 更埴西 新庄

2:12.85 2:13.10 2:16:53 2:16.67 2:18.67 2:20.65 2:22.04 2:22.17
男子400m個人メドレー 日比　崇達 壇原　祐太 長谷川楓悟 池端　俊哉 大縫　理央 皆川　武博 春岡　草太 新保　幸輝

堀川 更北 高浜 富来 曽野木 小千谷 朝日 内灘
4:41.11 4:48.68 4:51.49 4:54.83 4:57.81 4:58.80 4:59.00 5:00.30

〈リレー〉 3位 4位
男子400mリレー 燕 中 松任 中 小針 中 大町第一 中 松陵 中 大飯 中 長野東部 中 内灘 中

第１泳者 鳥部　恭平 安井　優介 内山　　海 近江ウイリアム 緒方　敦大 上左近弘輔 松崎　翔太 酒井　　翼
第２泳者 西海知龍成 吉野　柊平 齋藤　瑞輝 福嶋　竜星 出口　恵人 濱手　太秀 田川　俊一 渡辺　裕也
第３泳者 高林　　晶 前多　　陸 渡辺　泰秀 宮崎　皇輝 棚橋　　諒 時岡　拓真 荻原　健太 荒木　健也
第４泳者 霜鳥　拓未 坂下　侑哉 小林　京平 宮沢　　光 須磨　拓哉 藤田　智弥 高野　鉄平 新保　幸輝

3:49.28 3:51.64 3:54.16 3:54.67 4:01.15 4:03.30 4:04.24 4:05.39
男子400mメドレーリレー 大町第一 中 曽野木 中 藤見 中 松任 中 更北 中 旭ヶ丘 中 小浜 中 松陵 中

第１泳者 近江ウイリアム 大縫　理央 大滝　泰樹 吉野　柊平 下平龍之介 本村　崇将 神﨑　祐也 須磨　拓哉
第２泳者 宮崎　皇輝 本間　国彰 市川　　諒 安井　優介 壇原　祐太 北村　圭吾 峯浦　　楽 出口　恵人
第３泳者 福嶋　竜星 新田見　優 登坂　　心 坂下　侑哉 松澤　匠真 廣澤　仁樹 畠中　茄愛 緒方　敦大
第４泳者 宮沢　　光 花田　真哉 北山　晃河 前多　　陸 小松　泰地 大蔵　祐人 武田　駿悠 棚橋　　諒

4:13.66 ○ 4:16.63 4:17.01 4:17.06 4:31.59 4:31.79 4:31.92 4:32.94

〈総合順位〉 3位 4位
学校名 松任 中 大町第一 中 小針 中 藤見 中 松陽 中 燕 中 曽野木 中 更北 中
得点 42 40 33 33 30 24 21 19
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第34回北信越中学校総合競技大会水泳競技

於 : 加賀市中央公園プール

《女子》 上段/氏名　　中段/所属　　下段/記録 ○：大会新

〈個人〉 3位 4位
女子50m自由形 奥村　晴香 長島　知里 泉井　琴美 倉澤　実里 井上　美咲 竹内　愛貴 鈴木　愛生 平井　　茜

長岡大島 布水 猿橋 長野東部 巻東 鎌田 丸岡 富山北部
27.92 27.93 27.96 28.21 28.24 28.46 29.01 29.02

女子100m自由形 岩原　純子 大島　千穂 西山　晴香 奥村　晴香 長島　知里 田中　希蘭 倉澤　実里 多々見紗帆
鎌田 五十嵐 高志中等 長岡大島 布水 南条 長野東部 山代
59.37 1:00.20 1:00.40 1:00.46 1:00.63 1:00.64 1:00.70 1:00.75

女子200m自由形 岩原　純子 大島　千穂 西山　晴香 田中　希蘭 宮本えりな 小田　美咲 長瀬　萌花 工藤ななみ
鎌田 五十嵐 高志中等 南条 松任 北辰 額 長岡東北

2:06.50 ○ 2:07.78 2:11.63 2:12.55 2:14.10 2:14.36 2:14.61 2:14.88
女子400m自由形 金森　菜月 日髙　雅子 吉野　　碧 大谷　　碧 加藤はなの 小野　紗季 山崎　桃花 神林　沙奈

藤ノ木 志賀 山代 長岡東北 三条第二 松本秀峰 広徳 長岡南
4:25.40 4:30.53 4:32.10 4:33.39 4:38.83 4:39.57 4:41.09 4:43.29

女子800m自由形 金森　菜月 日髙　雅子 大谷　　碧 加藤はなの 吉野　　碧 小野　紗季 神林　沙奈 山崎　桃花
藤ノ木 志賀 長岡東北 三条第二 山代 松本秀峰 長岡南 広徳
9:04.90 9:17.16 9:17.56 9:24.08 9:27.38 9:27.59 9:34.67 9:34.83

女子100m背泳ぎ 昼神ゆかり 田口　由亜 蓮村　夢乃 中村菜々子 渡辺　美南 徳永奈津子 菅野　祐萌 米倉　史夏
豊丘 山王 北辰 伊那 下山 城内 布水 気比

1:06.79 1:07.17 1:08.11 1:08.19 1:08.45 1:08.87 1:09.91 1:10.80
女子200m背泳ぎ 昼神ゆかり 徳永奈津子 渡辺　美南 中村菜々子 田口　由亜 蓮村　夢乃 菅野　祐萌 平井　若菜

豊丘 城内 下山 伊那 山王 北辰 布水 城山
2:20.72 2:22.06 2:25.63 2:28.23 2:28.49 2:28.93 2:29.59 2:32.06

女子100m平泳ぎ 齋藤　咲恵 中坊　みり 晴柀　　茜 川部衣知夏 石倉　茉衣 土橋　　聖 宮川　華鈴 髙林　　巴
赤穂 穂高東 錦城 松陵 新津第一 田上 山室 射北

1:13.72 1:15.08 1:15.25 1:15.46 1:16.97 1:17.80 1:18.55 1:18.68
女子200m平泳ぎ 齋藤　咲恵 中坊　みり 川部衣知夏 晴柀　　茜 蓮村　珠里 野上　萌衣 宮川　華鈴 髙林　　巴

赤穂 穂高東 松陵 錦城 北辰 塩沢 山室 射北
2:35.34 ○ 2:37.87 2:40.69 2:41.20 2:41.99 2:42.59 2:44.03 2:46.70

女子100mバタフライ 小林　瑠那 五井　愛華 大濵　美月 高橋紗也果 原澤　珠緒 寺平　　結 酒井　里彩 荒見　真唯
岡谷北部 長岡宮内 附属松本 粟野 塩沢 附属松本 城北 大門
1:04.28 1:04.44 1:05.09 1:05.41 1:05.84 1:05.94 1:07.03 1:07.49

女子200mバタフライ 大濵　美月 小林　瑠那 古市　百音 中林　祥子 原澤　珠緒 高橋紗也果 渡辺　優希 川越　梨乃
附属松本 岡谷北部 富山北部 葵 塩沢 粟野 堀川 滑川
2:18.96 2:21.67 2:23.80 2:25.23 2:25.85 2:26.28 2:28.05 2:28.19

女子200m個人メドレー 松田　未悠 多々見紗帆 岸　　春佳 伊藤　真琴 捧　真理加 篠原　明美 橋場　有那 金子　葉月
南星 山代 足羽 鼎 新大附属長岡 富山北部 吉江 三条第一

2:25.41 2:25.92 2:27.26 2:29.99 2:30.17 2:30.38 2:31.36 2:32.95
女子400m個人メドレー 松田　未悠 渡辺　優希 岸　　春佳 久保美以菜 谷口　朱音 篠原　明美 小林　葵衣 捧　真理加

南星 堀川 足羽 新津第一 錦丘 富山北部 野沢 新大附属長岡
5:07.13 5:13.17 5:14.37 5:16.16 5:17.48 5:17.82 5:18.46 5:22.62

〈リレー〉
女子400mリレー 山代 中 燕 中 五十嵐 中 長岡東北 中 松任 中 滑川 中 北辰 中 布水 中

第１泳者 多々見紗帆 志田　彩音 大島　千穂 工藤みなみ 宮本えりな 荒木　優里 竹田　結海 長島　知里
第２泳者 吉野　　碧 横山　虹歩 大渓　麻央 大谷　　碧 岡田　空美 川越　梨乃 國分　悠里 菅野　祐萌
第３泳者 須谷　鈴香 西片未那美 堀内　結衣 横山　瑠里 横山　日向 小鍋　睦実 原　有梨奈 水上　真奈
第４泳者 藤澤　美玖 近山　夏歩 岸田　佳子 永井　琴音 村上　萌絵 山内里伽子 小田　美咲 豆野　友香

4:06.61 4:12.71 4:13.50 4:13.51 4:13.86 4:17.02 4:17.45 4:18.81
女子400mメドレーリレー 北辰 中 長岡東北 中 附属松本 中 長岡宮内 中 富山北部 中 山代 中 燕 中 穂高西 中

第１泳者 蓮村　夢乃 大谷　　碧 山本　亜美 池田理奈子 平井　　茜 須谷　鈴香 志田　彩音 中野　綾音
第２泳者 蓮村　珠里 磯部　沙綾 柴田　　恵 殖栗　麻尋 篠原　明美 多々見紗帆 横山　虹歩 坂口　七海
第３泳者 竹田　結海 永井　琴音 大濵　美月 五井　愛華 古市　百音 竹内菜々子 武田　奈々 八田　　葵
第４泳者 小田　美咲 工藤ななみ 藤澤　青葉 池田理華子 安田　朱李 吉野　　碧 近山　夏歩 平林　侑華

4:37.32 4:39.89 4:40.85 4:44.85 4:46.48 4:47.01 4:50.23 4:53.69

〈総合順位〉 3位 4位
学校名 山代 中 長岡東北 中 北辰 中 付属松本 中 五十嵐 中 富山北部 中 鎌田 中 燕 中
得点 40 36 36 29 26 21 19 18

リレーの得点差
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平成25年8月9日


