
第５１回中信地区南信地区中学校水泳競技大会             男子成績一覧表 南信

2017/06/25 ～ 2017/06/25

会場  松本市民プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 中村　　熙 中2 原　　幸輝 中3 関　　海翔 中3 原　　良輔 中2 河西　陽哉 中3 中　　匠 中3 福澤　陽成 中2 伊藤　圭介 中3

50m 駒ヶ根東 伊那東部 町立松川 西箕輪 諏訪 春富 伊那 諏訪西

タイム決勝 27.65 28.30 28.48 28.77 28.81 29.15 29.24 29.32

自由形 中村　　熙 中2 原　　幸輝 中3 原　　良輔 中2 内山　泰智 中3 河西　陽哉 中3 伊藤　圭介 中3 山田　航輝 中3 大畠流之介 中3

100m 駒ヶ根東 伊那東部 西箕輪 岡谷南部 諏訪 諏訪西 緑ヶ丘 赤穂

タイム決勝 1:00.58 1:01.67 1:02.54 1:02.95 1:04.24 1:04.50 1:04.51 1:04.73

自由形 田中　智也 中3 内山　泰智 中3 山田　航輝 中3 宮下　　玲 中1 西澤　侑飛 中2 赤羽　駿亮 中3 尾﨑　　純 中2 高田　蒼太 中2

200m 緑ヶ丘 岡谷南部 緑ヶ丘 高遠 辰野 緑ヶ丘 岡谷東部 飯田高陵

タイム決勝 2:15.61 2:20.69 2:21.34 2:26.86 2:28.12 2:37.98 2:42.06 2:51.21

自由形 田中　智也 中3 丸山　　慧 中1 西澤　侑飛 中2 宮澤　季礼 中1

400m 緑ヶ丘 箕輪 辰野 箕輪

タイム決勝 4:42.75 5:06.90 5:09.96 5:31.89

自由形 明尾　洸弥 中3 大畠流之介 中3

1500m 伊那東部 赤穂

タイム決勝 18:22.15 Fin. 20:41.02 Fin.

 9:46.91 800 10:56.25 800

背泳ぎ 森本　捺貴 中3 矢島　涼介 中3 矢嶌　　隼 中3 尾科　裕太 中3 中島　　陸 中3 上沼　知聖 中2 篠田　　宙 中2 福澤　陽成 中2

100m 箕輪 諏訪南 諏訪南 鼎 緑ヶ丘 高森 伊那東部 伊那

タイム決勝 1:09.20 1:09.57 1:11.92 1:13.19 1:13.60 1:13.86 1:15.85 1:15.94

背泳ぎ 森本　捺貴 中3 矢島　涼介 中3 矢嶌　　隼 中3 上沼　知聖 中2 尾科　裕太 中3 中島　　陸 中3 小木曽莉功 中1 丸山　　慧 中1

200m 箕輪 諏訪南 諏訪南 高森 鼎 緑ヶ丘 緑ヶ丘 箕輪

タイム決勝 2:27.37 2:30.13 2:30.74 2:34.98 2:35.60 2:38.65 2:40.65 2:46.28

平泳ぎ 加藤　幸磨 中3 米山　琉矢 中2 上沼　怜央 中3 小木曽功亮 中3 林　佑希人 中3 福澤　快翔 中1 北原　敦司 中2 本橋　俊輝 中3

100m 南箕輪 諏訪 高森 緑ヶ丘 下諏訪 長峰 高森 長峰

タイム決勝 1:11.48 1:12.32 1:18.57 1:18.73 1:19.89 1:20.99 1:24.63 1:24.71

平泳ぎ 加藤　幸磨 中3 平林　世凪 中2 米山　琉矢 中2 小木曽功亮 中3 上沼　怜央 中3 林　佑希人 中3 福澤　快翔 中1 木下　　博 中1

200m 南箕輪 鼎 諏訪 緑ヶ丘 高森 下諏訪 長峰 旭ヶ丘

タイム決勝 2:35.03 2:37.44 2:41.57 2:50.20 2:52.79 2:53.69 2:57.41 2:58.41
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第５１回中信地区南信地区中学校水泳競技大会             男子成績一覧表 南信

2017/06/25 ～ 2017/06/25

会場  松本市民プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 竹内　友寿 中2 松平　康佑 中2 中　　匠 中3 関　　海翔 中3 山岡　秀都 中3 鎮西　純平 中2 常盤　　樂 中3 唐澤　優弥 中2

100m 箕輪 高森 春富 町立松川 長峰 旭ヶ丘 岡谷東部 箕輪

タイム決勝 1:05.29 1:09.19 1:09.95 1:10.10 1:11.68 1:17.48 1:26.00 1:51.50

バタフライ 竹内　友寿 中2 松平　康佑 中2 山岡　秀都 中3

200m 箕輪 高森 長峰

タイム決勝 2:23.62 2:33.97 2:45.31

個人メドレー 稲垣　陽大 中2 明尾　洸弥 中3 平林　世凪 中2 近藤　颯秋 中3 北澤　優輝 中3 伊藤　　空 中3 篠田　　宙 中2 後藤　慶多 中1

200m 高森 伊那東部 鼎 旭ヶ丘 緑ヶ丘 鼎 伊那東部 旭ヶ丘

タイム決勝 2:18.02 2:25.62 2:27.91 2:28.81 2:30.76 2:35.19 2:36.24 2:38.28

個人メドレー 稲垣　陽大 中2 近藤　颯秋 中3 北澤　優輝 中3 伊藤　　空 中3 宮澤　季礼 中1

400m 高森 旭ヶ丘 緑ヶ丘 鼎 箕輪

タイム決勝 5:00.19 5:17.73 5:28.86 5:36.83 6:11.59

リレー 高森 中 緑ヶ丘 中 箕輪 中 旭ヶ丘 中 諏訪 中 諏訪南 中 長峰 中 辰野 中

400m 稲垣　陽大 中2 田中　智也 中3 丸山　　慧 中1 近藤　颯秋 中3 宮坂　駿汰 中3 矢島　涼介 中3 小飼　克拓 中2 宮島　汐羅 中3

タイム決勝 上沼　知聖 中2 山田　航輝 中3 白鳥　冬弥 中2 木下　　博 中1 堀　　遥斗 中3 曲淵　晴人 中2 福澤　快翔 中1 西澤　侑飛 中2

松平　康佑 中2 中島　　陸 中3 竹内　友寿 中2 木下　　晃 中2 河西　陽哉 中3 畔蒜　雄大 中3 山岡　秀都 中3 長谷川愛斗 中3

上沼　怜央 中3 北澤　優輝 中3 森本　捺貴 中3 後藤　慶多 中1 米山　琉矢 中2 矢嶌　　隼 中3 宮坂　涼太 中3 恩田　夏輝 中2

4:10.62 Fin. 4:15.57 Fin. 4:21.42 Fin. 4:21.58 Fin. 4:29.99 Fin. 4:33.55 Fin. 4:39.33 Fin. 4:49.70 Fin.

   58.15 1st.  1:02.71 1st.  1:08.95 1st.  1:01.35 1st.  1:12.67 1st.  1:00.30 1st.  1:06.45 1st.  1:11.17 1st.

メドレーリレー 高森 中 緑ヶ丘 中 伊那東部 中 旭ヶ丘 中 諏訪 中 箕輪 中 長峰 中 諏訪南 中

400m 上沼　知聖 中2 中島　　陸 中3 伊藤　駿介 中2 木下　　博 中1 遠藤　優輝 中3 森本　捺貴 中3 小飼　克拓 中2 矢嶌　　隼 中3

タイム決勝 上沼　怜央 中3 小木曽功亮 中3 明尾　洸弥 中3 近藤　颯秋 中3 堀　　遥斗 中3 宮澤　季礼 中1 福澤　快翔 中1 曲淵　晴人 中2

稲垣　陽大 中2 田中　智也 中3 篠田　　宙 中2 後藤　慶多 中1 米山　琉矢 中2 竹内　友寿 中2 山岡　秀都 中3 矢島　涼介 中3

松平　康佑 中2 北澤　優輝 中3 原　　幸輝 中3 木下　　晃 中2 河西　陽哉 中3 白鳥　冬弥 中2 本橋　俊輝 中3 畔蒜　雄大 中3

4:38.08 Fin. 4:43.47 Fin. 4:45.14 Fin. 4:52.36 Fin. 4:55.91 Fin. 4:56.10 Fin. 5:07.41 Fin. 5:11.41 Fin.

 1:14.00 1st.  1:13.96 1st.  1:15.64 1st.  1:16.20 1st.  1:16.25 1st.  1:08.20 1st.  1:21.80 1st.  1:12.22 1st.
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第５１回中信地区南信地区中学校水泳競技大会             女子成績一覧表 南信

2017/06/25 ～ 2017/06/25

会場  松本市民プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 柳原　利子 中3 今井　風花 中2 宮澤　文音 中1 日野　楓花 中1 荒井　香名 中2 大槻　遥花 中1 宮阪　亜美 中1 有賀　理湖 中3

50m 岡谷東部 岡谷東部 伊那東部 赤穂 永明 辰野 諏訪西 宮田

タイム決勝 29.01 29.15 29.32 30.19 30.37 30.73 30.94 30.94

(同7位)

自由形 柳原　利子 中3 小林こころ 中3 宮澤　文音 中1 荒井　香名 中2 コーツヘイリー 中2 日野　楓花 中1 大島りるも 中1 有賀　理湖 中3

100m 岡谷東部 飯田西 伊那東部 永明 富士見 赤穂 鼎 宮田

タイム決勝 1:02.94 1:03.60 1:04.10 1:05.46 1:06.35 1:07.01 1:07.25 1:09.07

自由形 小林こころ 中3 コーツヘイリー 中2 平沢実奈子 中2 沢頭　茉唯 中3 中村　柚月 中1 林　　未夏 中1 羽柴　麻結 中1 中村　瑠里 中1

200m 飯田西 富士見 緑ヶ丘 旭ヶ丘 赤穂 伊那東部 宮田 町立松川

タイム決勝 2:18.55 2:24.73 2:27.83 2:28.02 2:30.36 2:32.24 2:37.34 2:40.49

自由形 沢頭　茉唯 中3 戸田　　葵 中3 中村　柚月 中1 柿澤　美里 中2 平沢実奈子 中2 瀧村　奏美 中1

400m 旭ヶ丘 岡谷北部 赤穂 諏訪南 緑ヶ丘 赤穂

タイム決勝 5:03.88 5:08.12 5:10.84 5:10.84 5:15.17 5:31.04

(同3位)

自由形 柿澤　美里 中2

800m 諏訪南

タイム決勝 10:46.28

背泳ぎ 矢崎　七海 中2 長田　真奈 中1 木下　莉緒 中2 田中　　藍 中3 原　　李花 中2 林　　美月 中2 大槻　遥花 中1 新井　　楓 中3

100m 飯田高陵 永明 旭ヶ丘 伊那 飯田高陵 岡谷北部 辰野 喬木

タイム決勝 1:11.86 1:12.24 1:12.50 1:14.61 1:16.54 1:16.65 1:16.96 1:17.92

背泳ぎ 矢崎　七海 中2 長田　真奈 中1 木下　莉緒 中2 林　　美月 中2 原　　李花 中2 後藤　優奈 中2 田中　　藍 中3 伊東　咲穂 中1

200m 飯田高陵 永明 旭ヶ丘 岡谷北部 飯田高陵 高森 伊那 飯田高陵

タイム決勝 2:34.83 2:39.00 2:39.09 2:41.13 2:41.26 2:41.37 2:44.79 2:53.70

平泳ぎ 谷口　文菜 中3 齋藤　幸実 中3 今井　風花 中2 松澤　 空 中2 宮下　咲良 中1 小林　柚月 中3 中村　実鈴 中2 佐久間千遥 中3

100m 伊那東部 赤穂 岡谷東部 旭ヶ丘 高森 岡谷東部 下諏訪社 岡谷南部

タイム決勝 1:16.16 1:18.09 1:20.99 1:26.03 1:29.10 1:29.69 1:32.13 1:34.14

平泳ぎ 谷口　文菜 中3 齋藤　幸実 中3 酒井　杏摘 中1 松澤　 空 中2 宮本　若葉 中2 小林　柚月 中3 宮下　咲良 中1 瀧村　奏美 中1

200m 伊那東部 赤穂 緑ヶ丘 旭ヶ丘 岡谷東部 岡谷東部 高森 赤穂

タイム決勝 2:41.41 2:50.37 2:56.07 3:05.21 3:05.82 3:07.77 3:12.37 3:15.05

バタフライ 山岸　琴美 中2 山田　真帆 中2 川尻　千聖 中3 松﨑　　空 中1 菊池　彩夏 中2 小澤　怜依 中3 重冨まどか 中1 牛山　瑠菜 中1

100m 飯田高陵 岡谷東部 旭ヶ丘 駒ヶ根東 茅野北部 飯田高陵 茅野北部 諏訪南

タイム決勝 1:03.41 1:06.91 1:12.12 1:15.34 1:15.37 1:22.89 1:43.76 1:52.67

(大会新)
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第５１回中信地区南信地区中学校水泳競技大会             女子成績一覧表 南信

2017/06/25 ～ 2017/06/25

会場  松本市民プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 山岸　琴美 中2 山田　真帆 中2 戸田　　葵 中3 上原　里紗 中3 菊池　彩夏 中2

200m 飯田高陵 岡谷東部 岡谷北部 旭ヶ丘 茅野北部

タイム決勝 2:23.20 2:31.07 2:47.89 2:50.21 2:59.10

(大会新)

個人メドレー 佐藤　紫苑 中2 酒井　杏摘 中1 後藤　優奈 中2 石原　未空 中3 上原　里紗 中3 伊藤　　萌 中3 新井　　楓 中3 羽柴　麻結 中1

200m 旭ヶ丘 緑ヶ丘 高森 鼎 旭ヶ丘 旭ヶ丘 喬木 宮田

タイム決勝 2:27.25 2:43.16 2:43.52 2:45.45 2:50.70 2:51.10 2:51.93 2:53.63

個人メドレー 佐藤　紫苑 中2 川尻　千聖 中3 石原　未空 中3 林　　未夏 中1 松﨑　　空 中1

400m 旭ヶ丘 旭ヶ丘 鼎 伊那東部 駒ヶ根東

タイム決勝 5:13.63 5:42.55 5:52.36 5:54.76 5:55.28

リレー 岡谷東部 中 旭ヶ丘 中 赤穂 中 飯田高陵 中 宮田 中 緑ヶ丘 中 鼎 中 諏訪南 中

400m 橋原　雪乃 中3 木下　莉緒 中2 齋藤　幸実 中3 原　　李花 中2 羽柴　麻結 中1 平沢実奈子 中2 大島りるも 中1 柿澤　美里 中2

タイム決勝 山田　真帆 中2 熊谷日陽里 中3 中村　柚月 中1 金田　幸穂 中2 西澤あかり 中2 酒井　杏摘 中1 坂井　彩夏 中1 荒井　那奈 中3

今井　風花 中2 伊藤　　萌 中3 長谷部詩子 中2 小澤　怜依 中3 小池　　詩 中2 池田　菜々 中2 曽山　萌恵 中1 植松　みく 中3

柳原　利子 中3 川尻　千聖 中3 日野　楓花 中1 矢崎　七海 中2 有賀　理湖 中3 山下　　茜 中3 石原　未空 中3 牛山　美優 中1

4:23.00 Fin. 4:26.46 Fin. 4:30.62 Fin. 4:44.52 Fin. 4:56.10 Fin. 4:57.71 Fin. 4:59.31 Fin. 5:31.53 Fin.

 1:11.18 1st.  1:05.96 1st.  1:06.87 1st.  1:11.06 1st.  1:11.97 1st.  1:06.75 1st.  1:07.24 1st.  1:10.96 1st.

メドレーリレー 岡谷東部 中 旭ヶ丘 中 赤穂 中 飯田高陵 中 緑ヶ丘 中 宮田 中 茅野北部 中

400m 橋原　雪乃 中3 木下　莉緒 中2 中村　柚月 中1 山岸　琴美 中2 山下　　茜 中3 小池　　詩 中2 重冨まどか 中1

タイム決勝 柳原　利子 中3 松澤　 空 中2 齋藤　幸実 中3 矢崎　七海 中2 酒井　杏摘 中1 西澤あかり 中2 保科　遥香 中2

山田　真帆 中2 川尻　千聖 中3 日野　楓花 中1 原　　李花 中2 平沢実奈子 中2 羽柴　麻結 中1 菊池　彩夏 中2

今井　風花 中2 熊谷日陽里 中3 大畠　美羽 中1 西元せい華 中3 池田　菜々 中2 有賀　理湖 中3 今井望乃夏 中2

4:49.79 Fin. 4:55.16 Fin. 5:03.58 Fin. 5:09.28 Fin. 5:25.07 Fin. 5:33.17 Fin. 6:06.69 Fin.

 1:20.61 1st.  1:11.60 1st.  1:18.49 1st.  1:09.87 1st.  1:27.42 1st.  1:29.08 1st.  1:40.57 1st.
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