
第37回北信越中学校総合競技大会（水泳競技）　　於：富山県高岡総合プール
上段：所属　　　中段：氏名　　　下段：記録
大：大会新記録

   1位 １位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
自由形 光晴 芳野 小出 緑ヶ丘 新発田東 芦城 富山南部 滑川
50m 鈴木　優里 山口友利衣 稲津　伶華 今牧まりあ 本間　春妃 深沢　　恵 木村　美結 仲　　萌花

27.48 27.48 27.52 27.56 27.84 28.23 28.49 28.50

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
自由形 宮田 木戸 長岡東 南条 田上 南宮 緑ヶ丘 芳野
100m 小田切海空 坂本　愛佳 金子　弥央 勝見寿々花 土橋　　輝 池田　葉和 今牧まりあ 山口友利衣

59.80 1:00.28 1:00.57 1:00.80 1:00.82 1:01.08 1:01.41 1:01.65

自由形 木戸 宮田 柏崎翔洋中等 南宮 長岡東 富来 仁科台 富山東部
200m 坂本　愛佳 小田切海空 竹田　彩乃 池田　葉和 金子　弥央 山寺　舞果 長屋侑里鈴 仲井　美玖

2:08.27 2:08.66 2:10.08 2:10.62 2:11.24 2:11.91 2:12.24 2:13.52

自由形 坂井輪 柏崎翔洋中等 富山北部 桜井 中之口 波田 富山東部 七尾東部
400m 宮村　風花 竹田　彩乃 清水　奈月 老田和心美 五十嵐琴実 冨田　琴采 仲井　美玖 遠藤　千砂

4:28.93 4:31.73 4:35.17 4:42.28 4:43.95 4:44.01 4:45.22 4:45.99

自由形 坂井輪 小針 富来 新潟第一 桜井 富山北部 波田 速星
800m 宮村　風花 橋口　友麻 山寺　舞果 藤林　孝予 老田和心美 清水　奈月 冨田　琴采 三浦　のあ

9:15.13 9:26.07 9:28.75 9:36.74 9:44.11 9:46.86 9:47.45 9:49.33

背泳ぎ 旭ヶ丘 富山南部 開成 旭ヶ丘 十日町南 新庄 伊那東部 栄
100m 佐藤　　柊 越智　夏織 土本　夕愛 福岡　　葵 上村　千桃 堀川ヒカル 塩谷　朋香 鈴木　虹

1:07.04 1:07.06 1:08.03 1:09.17 1:09.29 1:09.90 1:10.26 1:10.78

背泳ぎ 旭ヶ丘 開成 富山南部 旭ヶ丘 新庄 伊那東部 関屋 十日町南
200m 佐藤　　柊 土本　夕愛 越智　夏織 福岡　　葵 堀川ヒカル 塩谷　朋香 中丸　　遥 上村　千桃

2:24.75 2:25.11 2:25.80 2:27.77 2:30.39 2:30.79 2:30.96 2:31.14

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 6位 8位
平泳ぎ 森田 富山東部 飯山城南 小新 亀田 伊那東部 福光 赤穂
100m 榊原　莉那 川縁　　茜 小出　侑奈 金田　蒼衣 寺木　香央 谷口　文菜 板橋　結月 齋藤　幸実

1:14.24 1:15.13 1:15.22 1:15.87 1:16.30 1:16.55 1:16.55 1:16.86

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
平泳ぎ 小新 大形 飯山城南 森田 伊那東部 亀田 粟野 社
200m 金田　蒼衣 齋藤　彩夏 小出　侑奈 榊原　莉那 谷口　文菜 寺木　香央 時岡　佑里 吉田　珠那

2:38.43 2:39.30 2:40.75 2:40.87 2:41.11 2:41.52 2:43.36 2:43.74

   1位 2位 3位 4位 4位 6位 7位 8位
バタフライ 高岡西部 鳥屋野 堀金 仁科台 飯田高陵 光陽 丸岡 高浜
100m 山崎　友香 齋藤　菜帆 齋藤　沙雪 長屋侑里鈴 山岸　琴美 黒川　純花 宮下由梨亜 伊藤侑己菜

1:04.21 1:04.45 1:06.26 1:06.93 1:06.93 1:06.94 1:07.14 1:07.30

   1位 2位 3位 3位 5位 5位 7位 8位
バタフライ 鳥屋野 高岡西部 長岡東北 女鳥羽 光陽 佐久長聖 速星 野沢
200m 齋藤　菜帆 山崎　友香 藤巻　さら 柳原　果歩 黒川　純花 塚田　　蒼 三浦　のあ 小林　萌笑

2:19.57 2:25.30 2:26.04 2:26.04 2:28.50 2:28.50 2:28.91 2:29.73

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
個人メドレー 山潟 旭ヶ丘 東新潟 富山東部 広徳 松任 松任 山潟
200m 佐藤　　愛 佐藤　紫苑 小野　瑞歩 川縁　　茜 雪入　梨央 村上　真穂 安井　桃香 重光　紗愛

2:22.98 2:23.36 2:27.22 2:27.58 2:27.77 2:27.89 2:29.99 2:32.06

個人メドレー 山潟 松任 広徳 旭ヶ丘 松任 飯田高陵 山潟 巻西
400m 佐藤　　愛 村上　真穂 雪入　梨央 佐藤　紫苑 安井　桃香 山岸　琴美 重光　紗愛 山本　美空

5:03.63 5:07.07 5:07.59 5:07.61 5:14.50 5:15.45 5:19.46 5:26.73

リレー 松任 旭ヶ丘 富山北部 富山東部 小針 長岡東北 山潟 穂高西
400m  　   ① 村上　真穂 佐藤　紫苑 清水　奈月 仲井　美玖 加藤萌々果 永井　千晶 佐藤　　愛 中野　里咲

② 伏屋　結月 北村　風香 伊東和佳乃 桜井菜々美 神田　恋奈 西山　未来 重光　紗愛 平林　伶菜
③ 長戸　未羽 佐藤　　柊 井口　朋香 河野　琉花 神田　優奈 澤山　千咲 重光　智愛 林　　美希
④ 安井　桃香 福岡　　葵 黒瀨　捺希 川縁　　茜 橋口　友麻 藤巻　さら 阿部　春花 久保田夏海

4:08.41 4:12.75 4:14.22 4:14.80 4:15.56 4:16.29 4:22.05 4:23.11

メドレーリレー 旭ヶ丘 松任 鳥屋野 小針 穂高西 長岡東北 中込 高尾台
400m       ① 佐藤　　柊 伏屋　結月 奥平　滉子 橋口　友麻 平林　伶菜 山﨑ひなた 永原　　彩 冨田　綾子

② 佐藤　紫苑 山本　　悠 内藤ひかる 神田　優奈 中野　里咲 藤巻　さら 油井　莉瑠 田村　果林
③ 北村　風香 村上　真穂 齋藤　菜帆 加藤萌々果 久保田夏海 澤山　千咲 工藤　千聖 南嶋　愛莉
④ 福岡　　葵 安井　桃香 霜鳥穂乃華 神田　恋奈 林　　美希 西山　未来 櫻井　景都 中川　綾乃

4:33.74 4:37.05 4:43.09 4:46.15 4:46.26 4:47.74 4:49.73 4:51.35

女子総合 旭ヶ丘 松任 鳥屋野 小針 富山東部 山潟 富山北部 長岡東北
得点 68 46 27 25 25 23 21 18

小針と富山東部は同点だが、リレーによる得点の多い小針が4位


