
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 中信

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 中野　　光 中3 相河　悠太 中2 武田　朋己 中3 柳澤　楓太 中3 倉科　裕太 中3 倉科　皓太 中3 小池　豪太 中3 井出　聖優 中3

50m 筑摩野 信大松本 松本秀峰 高綱 仁科台 仁科台 筑摩野 三郷

タイム決勝 27.26 27.29 27.50 28.29 28.32 28.53 28.84 29.17

自由形 中野　　光 中3 柳澤　楓太 中3 倉科　裕太 中3 小池　豪太 中3 北野　　仁 中3 松沢　海輝 中2 井出　聖優 中3 堀家　大聖 中2

100m 筑摩野 高綱 仁科台 筑摩野 開田 豊科南 三郷 信明

タイム決勝 59.45 1:01.64 1:03.23 1:04.08 1:04.23 1:04.78 1:04.80 1:04.92

自由形 相河　悠太 中2 越山　大輝 中3 清水　大輔 中3 松沢　海輝 中2 松沢　　響 中2 西原　優斗 中1 酒井　大祐 中1 寺田　恵梧 中1

200m 信大松本 大町第一 仁科台 豊科南 白馬 波田 山辺 三郷

タイム決勝 2:12.97 2:17.26 2:18.37 2:20.09 2:22.95 2:24.67 2:29.87 2:32.57

自由形 堺澤　隼人 中1 清水　大輔 中3 西原　優斗 中1 越山　大輝 中3

400m 筑摩野 仁科台 波田 大町第一

タイム決勝 4:45.50 4:53.66 4:56.80 5:01.88

自由形 堺澤　隼人 中1

1500m 筑摩野

タイム決勝 19:12.23 Fin.

10:09.45 800

背泳ぎ 鷲澤　　陽 中3 長谷川拓未 中3 金子　陽向 中2 柴田蓮太朗 中1 近藤　　励 中2 輿　　仁浩 中2 吉田琳汰朗 中2 宮下　　耀 中1

100m 三郷 豊科北 丘 梓川 梓川 信大松本 信大松本 信大松本

タイム決勝 1:05.14 1:08.35 1:13.96 1:19.03 1:20.76 1:34.77 1:39.99 1:46.02

背泳ぎ 鷲澤　　陽 中3 長谷川拓未 中3 大橋亜琉添 中2 金子　陽向 中2 柴田蓮太朗 中1 北原　　雅 中1 輿　　仁浩 中2

200m 三郷 豊科北 三郷 丘 梓川 信大松本 信大松本

タイム決勝 2:18.90 2:24.90 2:37.89 2:38.76 2:47.73 3:25.45 3:33.00

(大会新)

平泳ぎ 百瀬　友翔 中2 中村　拓雅 中3 武田　朋己 中3 糸井　孝樹 中2 鈴木　　嶺 中3 青木　　樹 中3 伊澤　佑紀 中1 大塚　瑞生 中1

100m 開成 仁科台 松本秀峰 旭町 穂高東 塩尻 信大松本 仁科台

タイム決勝 1:11.67 1:12.81 1:13.69 1:16.52 1:19.99 1:20.76 1:22.75 1:24.09

平泳ぎ 百瀬　友翔 中2 中村　拓雅 中3 青木　　樹 中3 鈴木　　嶺 中3 大塚　瑞生 中1 百瀬　大翔 中1 梨子田脩柊 中2 坂口　和真 中1

200m 開成 仁科台 塩尻 穂高東 仁科台 鎌田 村立松川 鎌田

タイム決勝 2:35.40 2:37.85 2:52.61 2:53.02 3:01.14 3:01.67 3:14.32 3:25.76
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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 中信

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 山本　剣嵩 中2 岡田　雄平 中2 倉科　皓太 中3 柴田幸之介 中1 水間　拓音 中1 山田　優稀 中2 内川　滉瑛 中1 片瀬　　晴 中1

100m 女鳥羽 穂高東 仁科台 梓川 穂高西 穂高西 信大松本 高瀬

タイム決勝 1:03.48 1:06.71 1:07.28 1:10.24 1:15.63 1:16.42 1:16.76 1:34.38

バタフライ 山本　剣嵩 中2 柴田幸之介 中1 岡田　雄平 中2 水間　拓音 中1

200m 女鳥羽 梓川 穂高東 穂高西

タイム決勝 2:24.04 2:34.61 2:34.75 2:50.43

個人メドレー 松澤　優希 中3 松沢　　響 中2 近藤　　励 中2 内川　滉瑛 中1 永木　　連 中2 塩野　采透 中1 丸山光一郎 中1 石井奏太郎 中1

200m 白馬 白馬 梓川 信大松本 丸ノ内 村立松川 穂高東 穂高西

タイム決勝 2:31.27 2:34.89 2:42.29 2:49.79 2:54.81 2:57.24 2:58.53 3:11.00

個人メドレー 松澤　優希 中3

400m 白馬

タイム決勝 5:25.25

リレー 仁科台 中 筑摩野 中 三郷 中 信大松本 中 波田 中 穂高西 中

400m 倉科　裕太 中3 小池　豪太 中3 大橋亜琉添 中2 相河　悠太 中2 西原　優斗 中1 水間　拓音 中1

タイム決勝 清水　大輔 中3 鈴木　玲音 中1 寺田　恵梧 中1 宮本　雄大 中2 安藤　直史 中1 山田　優稀 中2

倉科　皓太 中3 堺澤　隼人 中1 井出　聖優 中3 内川　滉瑛 中1 吉田　　智 中1 鈴木　輝樹 中1

中村　拓雅 中3 中野　　光 中3 鷲澤　　陽 中3 林　鷹次朗 中3 近藤　由英 中3 石井奏太郎 中1

4:09.31 Fin. 4:21.20 Fin. 4:22.98 Fin. 4:26.08 Fin. 4:43.57 Fin. 5:02.68 Fin.

 1:03.48 1st.  1:05.12 1st.  1:06.02 1st.    58.68 1st.  1:06.36 1st.  1:14.59 1st.

メドレーリレー 仁科台 中 筑摩野 中 信大松本 中 波田 中 穂高西 中

400m 倉科　裕太 中3 中野　　光 中3 相河　悠太 中2 西原　優斗 中1 山田　優稀 中2

タイム決勝 中村　拓雅 中3 鈴木　玲音 中1 伊澤　佑紀 中1 吉田　　智 中1 鈴木　輝樹 中1

倉科　皓太 中3 堺澤　隼人 中1 内川　滉瑛 中1 近藤　由英 中3 水間　拓音 中1

清水　大輔 中3 小池　豪太 中3 林　鷹次朗 中3 安藤　直史 中1 石井奏太郎 中1

4:38.38 Fin. 4:52.01 Fin. 4:55.74 Fin. 5:31.69 Fin. 5:36.43 Fin.

 1:12.43 1st.  1:12.07 1st.  1:11.05 1st.  1:18.67 1st.  1:27.14 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 中信

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 野本祐里子 中2 中村　玲菜 中3 奥原　涼葉 中3 熊谷真菜見 中3 田中　　瑠 中3 八田　　皐 中3 久保田海咲 中1 武川　歩未 中2

50m 三郷 松島 波田 信大松本 丸ノ内 穂高西 穂高西 会田

タイム決勝 29.21 29.80 31.37 31.45 31.55 31.87 32.26 32.29

自由形 野本祐里子 中2 田中　希波 中2 奈良井真実 中2 百瀬まどか 中3 田中　　瑠 中3 熊谷真菜見 中3 須山　凜音 中2 武川　歩未 中2

100m 三郷 聖南 信大松本 鎌田 丸ノ内 信大松本 塩尻西部 会田

タイム決勝 1:03.01 1:04.09 1:07.23 1:09.38 1:10.05 1:10.06 1:10.81 1:10.91

自由形 奥原　京佳 中1 冨田　琴采 中3 齋藤　沙雪 中2 田中　希波 中2 近藤　花音 中2 細澤　　葵 中3 百瀬まどか 中3 奈良井真実 中2

200m 波田 波田 堀金 聖南 梓川 開成 鎌田 信大松本

タイム決勝 2:15.47 2:19.04 2:19.53 2:20.69 2:22.56 2:24.63 2:29.17 2:29.45

自由形 奥原　京佳 中1 冨田　琴采 中3 細澤　　葵 中3 中島　優佳 中3 峯村　悠月 中3 大下　真優 中2 宮澤　晶穂 中3

400m 波田 波田 開成 信明 信大松本 塩尻 豊科南

タイム決勝 4:46.24 4:57.78 5:04.15 5:04.70 5:09.04 5:15.39 5:15.82

自由形 中島　優佳 中3 峯村　悠月 中3 大下　真優 中2

800m 信明 信大松本 塩尻

タイム決勝 10:35.21 10:47.55 11:06.66

背泳ぎ 白倉　仁奈 中3 田多井胡鈴 中2 中村　歩莉 中1 久保田千絵 中3 山﨑　愛実 中3 小林　奏恵 中1 坂口　めい 中3 依田　和穂 中1

100m 菅野 丸ノ内 信明 仁科台 穂高東 丘 穂高西 信大松本

タイム決勝 1:10.69 1:12.88 1:16.65 1:17.75 1:22.30 1:22.46 1:27.07 1:35.23

背泳ぎ 白倉　仁奈 中3 田多井胡鈴 中2 久保田千絵 中3 中村　歩莉 中1 小林　奏恵 中1 山﨑　愛実 中3

200m 菅野 丸ノ内 仁科台 信明 丘 穂高東

タイム決勝 2:33.36 2:35.00 2:44.26 2:47.35 2:53.69 2:55.38

平泳ぎ 中野　里咲 中2 梨子田弥桜 中2 須山　凜音 中2 林　　咲希 中2 久保田海咲 中1 丹羽　恭子 中1 中村　美月 中1 宮崎　詠未 中1

100m 穂高西 村立松川 塩尻西部 村立松川 穂高西 信大松本 信明 仁科台

タイム決勝 1:16.34 1:24.56 1:27.09 1:30.10 1:30.27 1:37.48 1:38.40 1:39.67

平泳ぎ 中野　里咲 中2 梨子田弥桜 中2 林　　咲希 中2

200m 穂高西 村立松川 村立松川

タイム決勝 2:44.93 3:08.10 3:12.30

バタフライ 齋藤　沙雪 中2 李　　慧京 中1 八田　　皐 中3 林　　春姫 中1 井出佳菜子 中1

100m 堀金 長野朝鮮 穂高西 穂高西 三郷

タイム決勝 1:08.02 1:09.03 1:14.60 1:19.70 1:23.35

2017/06/25 19:11:28 SEIKO Swimming Results System  1 / 2ページ



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 中信

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 李　　慧京 中1

200m 長野朝鮮

タイム決勝 2:38.19

個人メドレー 近藤　花音 中2 中村　玲菜 中3 三沢　彩華 中3 堀　あずみ 中2

200m 梓川 松島 丘 穂高東

タイム決勝 2:36.49 2:37.02 2:49.61 3:05.75

個人メドレー 三沢　彩華 中3

400m 丘

タイム決勝 5:49.62

リレー 穂高西 中 信大松本 中 小谷 中

400m 中野　里咲 中2 峯村　悠月 中3 細澤　亜子 中3

タイム決勝 八田　　皐 中3 勝丸　　優 中2 淀　　葉月 中2

久保田海咲 中1 熊谷真菜見 中3 鷲澤　れい 中1

坂口　めい 中3 奈良井真実 中2 江蔵　咲樹 中3

4:41.95 Fin. 4:44.86 Fin. 6:19.58 Fin.

 1:05.14 1st.  1:06.53 1st.  1:33.18 1st.

メドレーリレー 穂高西 中 信大松本 中

400m 久保田海咲 中1 熊谷真菜見 中3

タイム決勝 中野　里咲 中2 峯村　悠月 中3

八田　　皐 中3 丹羽　恭子 中1

林　　春姫 中1 奈良井真実 中2

5:15.74 Fin. 5:40.28 Fin.

 1:28.15 1st.  1:26.76 1st.
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