
第59回富山県中学校総合選手権大会（水泳競技）　　於：県総合体育センター
《競泳女子》 上段：氏名　　　中段：所属　　　下段：記録

◎：全中標準記録突破　　　県：県中学新記録　　　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 中嶋　   優 岩澤　木綿 白石　紗菜 古井　心陽 増山　碧 岩城こころ 佐々木　優 岩城　果暖
50m 城端 舟橋 小杉 富山東部 城山 福光 明峰 魚津西部

◎県大 27.04 28.62 28.93 29.00 29.30 29.37 29.96 30.45
予選記録 大 27.37

自由形 中嶋　   優 宮本　葵 伊田　愛 岩澤　木綿 荒木　菜那 髙林　葵 髙田　莉子 古井　心陽
100m 城端 大谷 魚津東部 舟橋 滑川 庄西 月岡 富山東部

59.63 59.70 1:01.09 1:01.52 1:02.33 1:02.40 1:02.72 1:03.21

自由形 別本あずさ 伊田　愛 髙田　莉子 荒木　菜那 平野　ゆず　島倉　日和 古村　咲瑛 髙林　葵
200m 南星 魚津東部 月岡 滑川 上滝 射北 石動 庄西

2:09.78 2:13.29 2:14.36 2:14.39 2:17.04 2:17.73 2:19.21 2:19.47

自由形 別本あずさ 山川　琴音 安達　桜子 平野　ゆず　　道淵　由真 高山　桃子 島倉　小春 松下　心暖
400m 南星 富山東部 城端 上滝 志貴野 速星 射北 興南

4:37.45 4:46.49 4:47.39 4:48.27 4:50.42 5:18.57 5:32.25 5:57.30

自由形 山川　琴音 安達　桜子 道淵　由真 村田　リ俐 中谷　遥菜
800m 富山東部 城端 志貴野 射北 速星

9:49.27 9:51.29 9:57.99 10:15.86 11:01.35

背泳ぎ 大西　琴葉 西塔　柚琶 森　   愛音 守田　愛唯 中塩　嘉乃 唐沢　爽瑠 中村　碧海 林　   心結
100m 城端 魚津東部 五位 芝園 大沢野 高岡西部 射北 中田

1:06.63 1:10.93 1:11.08 1:11.39 1:12.50 1:13.77 1:15.77 1:16.07

背泳ぎ 大西　琴葉 西塔　柚琶 守田　愛唯 森　愛音 中塩　嘉乃 唐沢　爽瑠 小島　乙葉 堀　沙彩也
200m 城端 魚津東部 芝園 五位 大沢野 高岡西部 富山東部 堀川

2:24.72 2:31.58 2:32.16 2:32.19 2:35.68 2:39.48 2:43.00 2:43.64

平泳ぎ 高野　朱理 大野友有希 和田　唯加 平田　想奈 高沢　朱里 峠　   綾乃　塚本　彩芽 鏡   　愛梨
100m 小杉 志貴野 富山東部 城端 新湊 速星 新庄 大門

1:13.97 1:15.84 1:17.18 1:18.35 1:18.83 1:19.17 1:20.69 1:21.90

平泳ぎ 高野　朱理 和田　唯加 大野友有希 平田　想奈 塚本　彩芽 峠　   綾乃 鏡　愛梨 妹尾　紗良
200m 小杉 富山東部 志貴野 城端 新庄 速星 大門 速星

2:41.45 2:42.75 2:47.05 2:52.64 2:53.20 2:53.34 2:55.55 3:03.02

バタフライ 高橋　歩花 石本　夢音 村田　リ俐 小島　乙葉 丸山美季帆 片林　萩月 松　   莉央 植野　結衣
100m 福岡 大門 射北 富山東部 富山南部 射北 出町 大沢野

1:04.21 1:07.55 1:09.27 1:09.65 1:10.07 1:11.47 1:12.01 1:13.05

バタフライ 石本　夢音 高橋　歩花 秋田　真鈴 林　明央理
200m 大門 福岡 福岡 牧野

2:28.66 2:29.29 2:30.00 2:35.31

個人メドレー 中嶋　   碧 宮本　   葵 白石　紗菜 植野　結衣 丸山美季帆 大浦　美涼 伊原　蘭奈 谷口　アキ
200m 城端 大谷 小杉 大沢野 富山南部 富山東部 魚津東部 富山東部

◎県大2:15.85 2:24.58 2:32.44 2:36.38 2:37.54 2:37.60 2:39.77 2:42.52
予選記録 ◎2:21.17

個人メドレー 中嶋　   碧 秋田　真鈴 二上　悠来 中谷　遥菜
400m 城端 福岡 芳野 速星

◎県大4:48.60 5:14.84 5:33.24 6:08.92
予選記録 ◎4:56.96

リレー 城端 富山東部 小杉 射北 魚津東部 速星 魚津西部
400m　　    ①中嶋　碧 山川　琴音 高野　朱理 村田　リ俐 伊田   　愛 高山　桃子 岩城　果暖

 ② 中嶋　優 古井　心陽 中林　茉優 中村　碧海 西塔　柚琶 中谷　遥菜 稗畠　悠來
③ 大西　琴葉 大浦　美涼 石川　心暖 片林　萩月 浅野　遥名 峠  　 綾乃 貫和　   樹
④ 安達　桜子 和田　唯加 白石　紗菜 島倉　日和 伊原　蘭奈 妹尾　紗良 美谷　比菜

◎大4:04.40 4:15.19 4:21.60 4:22.22 4:22.42 4:39.01 4:52.47
予選記録 ◎4:06.36

メドレーリレー 城端 富山東部 魚津東部 射北 速星
400m      　①大西　琴葉 山川　琴音 伊田　   愛 中村　碧海 中谷　遥菜

② 中嶋　 　碧 和田　唯加 遠藤　美月 村田　リ俐 峠　　 綾乃
③ 中嶋　 　優 小島　乙葉 伊原　蘭奈 片林　萩月 妹尾　紗良
④ 安達　桜子 古井　心陽 浅野　遥名 島倉　日和 高山　桃子

◎4:31.21 4:46.14 4:58.87 5:02.36 5:09.00
予選記録 ◎4:32.75

女子総合 城端 富山東部 魚津東部 射北 小杉 速星 福岡 志貴野
得点 103 73 49 41 40 33 28 23


