
第42回北信越総合競技大会（水泳競技）　　於：富山県高岡総合プール
《競泳男子》 上段：所属　　　中段：氏名　　　下段：記録

大：大会新記録
   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
自由形 羽咋 新大附属長岡 鳴和 三条第一 東石山 粟野 中野平 伊那東部
50m 大江　竜生 堀川　　煌 林谷　脩吾 田中　悠太 黒井　理来 本間　詩也 綱嶋　佑企 春日　　道

大24.10 25.25 25.41 25.45 25.48 25.52 25.80 25.85

自由形 福光 羽咋 東石山 新大附属長岡 鳴和 南宮 伊那東部 仁科台
100m 松居　颯真 大江　竜生 堀内　　光 堀川　　煌 林谷　脩吾 田中鼓太郎 春日　　道 丸山　朋也

53.29 53.92 54.55 55.05 55.58 55.96 56.04 57.62

自由形 糸魚川 福光 東石山 南宮 泰阜 早月 福工大福井 更埴西
200m 小林　恒輝 松居　颯真 堀内　　光 田中鼓太郎 東　　颯麻 膳亀　旺雅 飯塚遼太郎 北原　圭悟

大1:55.08 1:57.75 1:59.41 2:01.95 2:03.68 2:04.96 2:05.11 2:05.33

自由形 糸魚川 氷見南部 錦丘 泰阜 寺井 奥田 燕 布水
400m 小林　恒輝 森　　蒼真 宇戸斗志晄 東　　颯麻 中池　創思 森田　　隼 野上　大稀 山田　晴太

4:08.19 4:16.62 4:19.81 4:21.66 4:21.68 4:24.79 4:24.92 4:25.31

自由形 錦丘 氷見南部 奥田 燕 布水 燕 長岡東北 福井市灯明寺

1500m 宇戸斗志晄 森　　蒼真 森田　　隼 野上　大稀 山田　晴太 本間　　碧 堀口　暁矢 三谷　駿人
16:58.97 17:23.91 17:25.08 17:29.01 17:29.34 18:00.89 18:07.86 18:17.60

背泳ぎ 大江山 鳴和 富山北部 上山 中央 笹神 高岡西部 松陵
100m 長谷川温大 林谷　颯真 江野本瑞貴 須田　大晴 佐々木優羽 山口　威心 尾崎　葵生 森口　甚八

1:02.14 1:02.18 1:03.38 1:03.48 1:03.79 1:04.80 1:05.07 1:05.35

背泳ぎ 笹神 富山北部 鳴和 上山 中央 大江山 高岡西部 寺井
200m 山口　威心 江野本瑞貴 林谷　颯真 須田　大晴 佐々木優羽 長谷川温大 尾崎　葵生 中池　創思

2:14.53 2:16.23 2:17.78 2:18.05 2:19.46 2:20.36 2:21.45 2:21.52

平泳ぎ 南星 松任 春富 堀川 明善 下田 長岡大島 金石
100m 鎌田望琥人 高井　直人 有賀　央翔 赤田　　誉 吉江　世梛 田中　　楓 大橋　翔真 敦嶋　謙斗

大1:04.86 大1:05.18 1:05.82 1:07.12 1:08.41 1:09.15 1:09.32 1:09.36

平泳ぎ 南星 松任 川中島 春富 明善 長岡大島 下田 直江津中等
200m 鎌田望琥人 高井　直人 堀内　晴翔 有賀　央翔 吉江　世梛 大橋　翔真 田中　　楓 野本　　結

大2:20.97 2:27.21 2:28.58 2:28.80 2:29.08 2:29.22 2:29.61 2:29.89

バタフライ 中野平 志貴野 上山 錦丘 芝園 燕 鼎 浅野川
100m 綱嶋　佑企 森　　祐太 池　　正勝 小河原蒼大 髙田　潤也 中山　拓海 伊藤　優真 右近　　紘

58.38 58.41 59.30 59.65 59.70 1:00.01 1:00.48 1:00.49

バタフライ 志貴野 長岡東北 三条第一 直江津中等 兼六 錦丘 浅野川 鼎
200m 森　　祐太 大塚　武龍 山口　修司 岸　　大耀 折坂　太志 小河原蒼大 右近　　紘 伊藤　優真

2:08.47 2:11.62 2:13.03 2:13.52 2:17.44 2:17.91 2:19.59 2:23.47

個人メドレー 堀川 東石山 直江津 本丸 飯田高陵 高岡西部 山室 光野
200m 赤田　　誉 田中　捷太 根岸　歩夢 渡部　歩瞬 山口　　耕 松井羚央那 山本　新汰 竹本　悠星

2:13.82 2:14.99 2:16.16 2:18.91 2:20.36 2:21.24 2:21.25 2:22.86

個人メドレー 直江津 東石山 本丸 錦丘 松陵 大沢野 戸出 塩尻西部
400m 根岸　歩夢 田中　捷太 渡部　歩瞬 宮本　　遥 安田　陽登 西田　奏音 水野　理人 須山　碧天

4:43.56 4:46.18 4:54.30 5:01.63 5:03.53 5:07.19 5:08.66 5:12.49

リレー 東石山 三条第一 長岡東北 錦丘 松陵 仁科台 飯田高陵 志貴野
400m  　   　①田中　捷太 本間　匠騎 溝口　大成 磯田　侑和 安田　陽登 丸山　朋也 山口　　耕 稲垣　雄大

② 黒井　理来 田中　悠太 宮内　壱成 宮本　　遥 塩野　壱星 原山　　曜 渡邉　幸輝 北世　　光
③ 坂爪　瀬七 山口　修司 小栁　悠大 田丸　生吹 山本　瑛斗 原　　悠斗 高田　　隼 山田　倫暉
④ 堀内　　光 秋山　隆創 大塚　武龍 宇戸斗志晄 森口　甚八 林　　　龍 吉沢　諒大 森　　祐太

3:44.57 3:49.24 3:55.06 3:56.89 4:00.45 4:01.16 4:02.17 4:03.98

メドレーリレー 上山 錦丘 三条第一 東石山 松陵 松任 赤穂 粟野
400m  　      ①須田　大晴 磯田　侑和 秋山　隆創 坂爪　瀬七 森口　甚八 小松　柊斗 佐山　廉 中村　玲偉

② 三浦　暖都 宮本　　遥 永桶　晴人 黒井　理来 村田　佑生 高井　直人 鈴木　涼 佐久間悠斗
③ 池　　正勝 小河原蒼大 山口　修司 田中　捷太 安田　陽登 衣笠　　湊 竹内　優世 藤井　一楓
④ 遠田　陽也 宇戸斗志晄 本間　匠騎 堀内　　光 塩野　壱星 中村　橙滋 浅野　陸 本間　詩也

4:14.55 4:14.79 4:17.41 4:18.89 4:24.25 4:28.64 4:28.81 4:28.83

男子総合 東石山 錦丘 三条第一 上山 鳴和 松陵 長岡東北 松任
得点 56 ５１ 37 ３２ 23 ２１ ２１ ２０

※松陵と長岡東北は同得点だが、リレー得点が多い松陵が６位となる。



第42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 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
自由形 辰口 長岡南 城端 新津第二 三陽 燕吉田 村立松川 長野北部
50m 渡海　愛花 山田　妃夏 中嶋　　優 神田　行空 清水　花峰 本間　彩桜 中村　夢希 米山　理咲

大27.08 27.21 27.24 27.41 27.55 28.10 28.24 28.25

自由形 長岡南 大谷 辰口 燕吉田 藤見 城端 長野北部 舟橋
100m 山田　妃夏 宮本　　葵 渡海　愛花 本間　彩桜 小俣みなも 中嶋　　優 米山　理咲 岩澤　木綿

59.27 59.84 59.90 1:00.15 1:00.15 1:00.28 1:00.96 1:02.51

自由形 藤見 南星 魚津東部 光晴 月岡 滑川 武生第一 柏崎翔洋中等

200m 小俣みなも 別本あずさ 伊田　　愛 佐藤　琴光 髙田　莉子 荒木　菜那 佐藤　路望 吉田　愛璃
2:08.95 2:10.33 2:12.76 2:12.77 2:14.33 2:14.62 2:14.86 2:14.95

自由形 新発田東 南星 錦丘 光晴 富山東部 福大附属 小出 城端
400m 富樫　美咲 別本あずさ 伏屋　杏彩 佐藤　琴光 山川　琴音 加藤　理桜 井口　暖葉 安達　桜子

4:31.80 4:32.11 4:35.48 4:36.88 4:46.00 4:47.78 4:48.34 4:48.42

自由形 新発田東 錦丘 小出 富山東部 城端 旭岡 志貴野 諏訪清陵附属

800m 富樫　美咲 伏屋　杏彩 井口　暖葉 山川　琴音 安達　桜子 増澤　莉緒 道淵　由真 河口　莉笑
9:20.00 9:22.77 9:53.38 9:55.54 9:58.16 9:59.07 10:00.11 10:05.21

背泳ぎ 開成 下田 城端 岡谷南部 新津第二 柏崎翔洋中等 魚津東部 松陽
100m 小林　優香 津端　　舞 大西　琴葉 松村　千和 神田　行空 樋口　更紗 西塔　柚琶 宮坂　　桜

1:05.63 1:05.87 1:07.31 1:07.64 1:08.40 1:08.52 1:09.59 1:10.03

背泳ぎ 開成 柏崎翔洋中等 城端 岡谷南部 下田 松陽 魚津東部 五位
200m 小林　優香 樋口　更紗 大西　琴葉 松村　千和 津端　　舞 宮坂　　桜 西塔　柚琶 森　愛音

2:24.42 2:25.09 2:25.67 2:25.90 2:27.40 2:28.17 2:29.85 2:31.81

平泳ぎ 柏崎翔洋中等 北星 小杉 長岡南 山代 津幡南 長岡宮内 富山東部
100m 小山　風香 清水真奈江 高野　朱理 諸里　日向 小酒　璃子 金崎　結音 渡邉　　瑛 和田　唯加

大1:09.97 大1:10.62 1:13.33 1:14.40 1:14.60 1:14.67 1:16.38 1:16.39

平泳ぎ 柏崎翔洋中等 北星 津幡南 小杉 長岡南 中川 志貴野 富山東部
200m 小山　風香 清水真奈江 金崎　結音 高野　朱理 諸里　日向 松原　寧音 大野友有希 和田　唯加

大2:29.95 大2:30.84 2:36.47 2:36.88 2:40.51 2:41.66 2:42.02 2:43.82

バタフライ 三陽 裾花 福岡 亀田 柏崎第三 鳥屋野 村立松川 福工大福井
100m 清水　花峰 西村　藍衣 高橋　歩花 門間　悠月 池田　咲那 佐藤　藍凪 中村　夢希 小池　美緒

大1:01.50 1:02.89 1:04.99 1:05.96 1:06.85 1:07.35 1:07.84 1:08.04

バタフライ 裾花 柏崎第三 大門 福岡 福岡 鳥屋野 小千谷 牧野
200m 西村　藍衣 池田　咲那 石本　夢音 秋田　真鈴 高橋　歩花 佐藤　藍凪 西脇　日彩 林　明央理

2:18.44 2:25.71 2:29.43 2:29.73 2:29.83 2:30.12 2:31.14 2:32.41

個人メドレー 城端 大谷 鳴和 裾花 小杉 武生第一 猿橋 大形
200m 中嶋　　碧 宮本　　葵 山寺　希実 鈴木　茉陽 白石　紗菜 佐藤　路望 渡辺　　悠 北山　結萌

2:21.27 2:24.96 2:28.16 2:28.56 2:31.37 2:31.38 2:32.80 2:34.15

個人メドレー 城端 裾花 福岡 大形 柏崎翔洋中等 櫻ケ岡 高森 赤塚
400m 中嶋　　碧 鈴木　茉陽 秋田　真鈴 北山　結萌 牧口　夢恋 丸山　遙香 宮下　知裕 政藤　愛花

大'4:53.00 5:10.48 5:18.22 5:21.72 5:27.21 5:27.33 5:27.47 5:30.57

リレー 城端 柏崎翔洋中等 長岡南 富山東部 長岡東北 射北 小杉 福工大福井
400m  　     ①中嶋　碧 小山　風香 山田　妃夏 古井　心陽 高橋　こうめ 村田　リ俐 高野　朱理 土本　菜夢

② 中嶋　優 吉田　愛璃 酒井　麻帆 山川　琴音 菊地　莉那 中村　碧海 中林　茉優 小池　美緒
③ 大西　琴葉 樋口　更紗 岡地　陽子 大浦　美涼 齊藤　暖 片林　萩月 石川　心暖 三輪　実由
④ 安達　桜子 田村　心 諸里　日向 和田　唯加 酒井　麗温 島倉　日和 白石　紗菜 前田　恵麻

大4:03.66 4:10.72 4:12.53 4:14.88 4:16.86 4:19.94 4:22.99 4:25.34
第一泳者 大57.90

メドレーリレー 柏崎翔洋中等 城端 長岡宮内 長岡南 富山東部 旭ヶ丘 内灘 南条
400m         ①樋口　更紗 大西　琴葉 藤原　葵衣 岡地　陽子 山川　琴音 今井　風羽 笠間　香羽 笛吹　美月

② 小山　風香 中嶋　碧 渡邉　瑛 諸里　日向 和田　唯加 熊谷　藍里 松田　寧々 幸馬　美空
③ 牧口　夢恋 中嶋　優 松山　陽穂 山田　妃夏 小島　乙葉 藤倉　結菜 松田　寧音 篠田　蒼依
④ 吉田　愛璃 安達　桜子 梶山　桃菜 酒井　麻帆 古井　心陽 椎名　稀実 玉作　朱里 澤﨑　未夢

4:27.85 4:27.92 4:40.79 4:41.93 4:43.98 4:57.47 4:57.48 4:57.61

女子総合 城端 柏崎翔洋中等 長岡南 富山東部 裾花 福岡 小杉 新発田東、開成

得点 72 61 46 29 27 21 19 16
※８位の新発田東、開成は同点で、入賞者数等も全て同じであるため、ともに８位

同タイム4位


