
第５１回群馬県中学校総合体育大会水泳競技大会 平成２８年７月２６日～２８日

女子800Ｍ自由形 山田　咲貴 中３ １１分００秒０３ ナガイＳＳ 佐波玉村 決勝

男子1500Ｍ自由形 村山　諒丞 中１ ２１分３０秒５６ ナガイＳＳ 佐波玉村

高橋　拓希 中２ ２２分４６秒４７ ナガイＳＳ 高崎中尾

女子50Ｍ自由形 寺田　純菜 中２ ３３秒１１ ナガイ前橋 桐生新里

須永　綾華 中１ ３２秒４２ ナガイ太田 太田城東

宮本　薫 中３ ３２秒２２ ナガイ伊勢崎 伊勢崎あずま

猪野　好未 中２ ３１秒８３ ナガイＳＳ 佐波玉村

關根　藍 中１ ３１秒５７ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三

高橋　愛花 中２ ３１秒１５ ナガイＳＳ 高崎新町

橋本　愛梨沙 中１ ３０秒８６ ナガイ太田 太田城東

設樂　まどか 中２ ３０秒８５ ナガイ前橋 前橋荒砥

山中　彩希 中２ ３０秒３８ ナガイ太田 太田毛里田

黒古　希 中３ ３０秒０２ ナガイ前橋 前橋粕川

村上　愛佳 中３ ２９秒９６ ナガイＳＳ 佐波玉村南

小暮　美咲 中３ ２９秒６６ ナガイ太田 太田毛里田

榎田　璃美 中１ ２９秒４０ ナガイ伊勢崎 前橋荒砥 決勝

小保方　星来 中３ ２９秒３０ ナガイ伊勢崎 伊勢崎あずま 決勝

男子50Ｍ自由形 福島　龍成 中３ ３０秒１９ ナガイ前橋 前橋第一

山下　祐希 中２ ２９秒９２ ナガイＳＳ 藤岡東

海野　優太 中３ ２９秒８９ ナガイＳＳ 伊勢崎第四

永濱　逸晃 中２ ２９秒７０ ナガイ前橋 前橋みずき

小内　秋人 中２ ２９秒３０ ナガイＳＳ 伊勢崎四ツ葉

石原　琉成 中１ ２９秒１９ ナガイ太田 太田毛里田

藤田　惟吹 中３ ２８秒６８ ナガイＳＳ 高崎矢中

奈良　和樹 中２ ２８秒０６ ナガイ伊勢崎 伊勢崎あずま

最上　洸介 中２ ２８秒０１ ナガイＳＳ 高崎大類

川端　志門 中２ ２７秒８２ ナガイＳＳ 佐波玉村南

猪野　好紀 中３ ２７秒６９ ナガイ伊勢崎 佐波玉村

橋立　真 中３ ２７秒６６ ナガイ前橋 前橋第五

膳　駿丞 中１ ２７秒５６ ナガイ伊勢崎 伊勢崎四ツ葉

森　大成 中３ ２７秒１５ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第四

榎田　紘希 中３ ２７秒１４ ナガイ伊勢崎 前橋荒砥

井野　虹輝 中３ ２７秒０２ ナガイＳＳ 佐波玉村南 決勝

中村　優友 中３ ２６秒４０ ナガイ前橋 前橋第五 決勝

女子400Ｍ個人メドレー 古川　美怜 中３ ５分１６秒６９ ナガイＳＳ 佐波玉村 決勝

女子200Ｍ自由形 根岸　晏子 中２ ２分３１秒２１ ナガイＳＳ 佐波玉村南

予　選　競　技



澁澤　実楠 中２ ２分２２秒７５ ナガイＳＳ 高崎矢中

日野　華怜 中２ ２分２１秒８８ ナガイ太田 太田毛里田

渡邉　真名 中２ ２分２１秒２０ ナガイ伊勢崎 伊勢崎あずま 補欠

男子200Ｍ自由形 浅見　翔 中２ ２分１９秒４２ ナガイＳＳ 佐波玉村南

染谷　優翔 中３ ２分１８秒８６ ナガイＳＳ 佐波玉村南

瀧澤　壱誓 中３ ２分１７秒９１ ナガイＳＳ 藤岡東

安田　将 中３ ２分１７秒２８ ナガイ太田 太田城東

黒古　大樹 中１ ２分１５秒６９ ナガイ前橋 前橋粕川

鈴木　航大 中３ ２分０５秒１３ ナガイＳＳ 高崎大類 決勝

男子200Ｍバタフライ 中島　光太朗 中２ ２分３２秒２２ ナガイ前橋 前橋粕川 補欠

権田　翔太郎 中２ ２分２９秒７１ ナガイ太田 太田休泊 決勝

女子200Ｍ背泳ぎ 飯島　凛 中２ ２分３４秒６０ ナガイＳＳ 高崎矢中 補欠

男子200Ｍ背泳ぎ 橋本　大河 中２ ２分２２秒１０ ナガイＳＳ 太田城東 決勝

岩崎　優介 中２ ２分２０秒６６ ナガイＳＳ 伊勢崎第四 決勝

女子200Ｍ平泳ぎ 金井　羽舞花 中２ ３分０６秒９３ ナガイＳＳ 高崎矢中

井野　凪紗 中１ ３分０１秒７１ ナガイ前橋 前橋木瀬

三好　望未 中３ ２分４６秒４３ ナガイＳＳ 佐波玉村 決勝

男子200Ｍ平泳ぎ 瀧澤　亜月希 中１ ３分１０秒７１ ナガイＳＳ 藤岡北

小日向　宏斗 中２ ２分５９秒５３ ナガイ伊勢崎 伊勢崎あずま

竹市　光 中２ ２分５７秒５４ ナガイ前橋 前橋粕川

関口　雅幸 中３ ２分５６秒４１ ナガイ前橋 前橋粕川

齋藤　翼 中２ ２分４４秒１６ ナガイＳＳ 佐波玉村南

高橋　涼太 中２ ２分４１秒９８ ナガイＳＳ 高崎塚沢

設楽　太陽 中３ ２分４１秒７６ ナガイ伊勢崎 佐波玉村 補欠

女子100Ｍバタフライ 設樂　まどか 中２ １分１７秒７４ ナガイ前橋 前橋荒砥

高橋　愛花 中２ １分１４秒２８ ナガイＳＳ 高崎新町

男子100Ｍバタフライ 松宮　翔麻 中２ １分１４秒４４ ナガイＳＳ 藤岡東

高橋　涼太 中２ １分１２秒３４ ナガイＳＳ 高崎塚沢

瀧澤　壱誓 中３ １分１０秒９９ ナガイＳＳ 藤岡北

権田　翔太郎 中２ １分０５秒９４ ナガイ太田 太田休泊

中島　光太朗 中２ １分０４秒９４ ナガイ前橋 前橋粕川

中村　優友 中３ １分０１秒７２ ナガイ前橋 前橋第五 決勝

女子100Ｍ自由形 澁澤　実楠 中２ １分５秒２８ ナガイＳＳ 高崎矢中

關根　藍 中１ １分０８秒５２ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三

日野　華怜 中２ １分０７秒２６ ナガイ太田 太田毛里田



橋本　愛梨沙 中１ １分０６秒５８ ナガイ太田 太田城東

村上　愛佳 中３ １分０６秒１１ ナガイＳＳ 佐波玉村南

小暮　美咲 中３ １分０４秒９０ ナガイ太田 太田毛里田

榎田　璃美 中１ １分０４秒５１ ナガイ伊勢崎 前橋荒砥

小保方　星来 中３ １分０３秒６７ ナガイ伊勢崎 伊勢崎あずま 補欠

渡邉　真名 中２ １分０３秒４３ ナガイ伊勢崎 伊勢崎あずま 決勝

男子100Ｍ自由形 山下　祐希 中２ １分０８秒１７ ナガイＳＳ 藤岡東

石原　琉成 中１ １分０５秒４３ ナガイ太田 太田毛里田

永濱　逸晃 中２ １分０５秒１４ ナガイ前橋 前橋みずき

戸谷　頼悟 中１ １分０２秒３３ ナガイＳＳ 高崎矢中

粕川　龍之介 中１ １分０２秒１９ ナガイ前橋 桐生新里

安田　将 中３ １分０２秒１９ ナガイ太田 太田城東

膳　駿丞 中１ １分０１秒３１ ナガイ伊勢崎 伊勢崎四ツ葉

黒古　大樹 中１ １分０１秒２６ ナガイ前橋 前橋粕川

最上　洸介 中２ １分０１秒２０ ナガイＳＳ 高崎大類

川端　志門 中２ ５９秒５７ ナガイＳＳ 佐波玉村南

森　大成 中３ ５９秒５６ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第四 補欠

猪野　好紀 中３ ５９秒３０ ナガイ伊勢崎 佐波玉村 補欠

榎田　紘希 中３ ５８秒３５ ナガイ伊勢崎 前橋荒砥 決勝

鈴木　航大 中３ ５６秒４９ ナガイＳＳ 高崎大類 決勝

女子100Ｍ背泳ぎ 山中　彩希 中２ １分１８秒９５ ナガイ太田 太田毛里田

根岸　晏子 中２ １分１８秒８０ ナガイＳＳ 佐波玉村南

飯島　凛 中２ １分１１秒５２ ナガイＳＳ 高崎矢中 決勝

男子100Ｍ背泳ぎ 石井　勇多 中２ １分１２秒８６ ナガイ前橋 前橋粕川

井野　虹輝 中３ １分０７秒８０ ナガイＳＳ 佐波玉村南

岩崎　優介 中２ １分０３秒６４ ナガイＳＳ 伊勢崎第四 決勝

女子100Ｍ背泳ぎ 金井　羽舞花 中２ １分２６秒３０ ナガイＳＳ 高崎矢中

井野　凪紗 中１ １分２１秒７４ ナガイ前橋 前橋木瀬 補欠

男子100Ｍ平泳ぎ 瀧澤　亜月希 中１ １分３０秒４６ ナガイＳＳ 藤岡北

竹市　光 中２ １分２２秒０２ ナガイ前橋 前橋粕川

関口　雅幸 中３ １分２０秒２６ ナガイ前橋 前橋粕川

髙橋　奨平 中２ １分１７秒８８ ナガイ太田 太田城東

設楽　太陽 中３ １分１６秒４１ ナガイ伊勢崎 佐波玉村

齋藤　翼 中２ １分１５秒１１ ナガイＳＳ 佐波玉村南

女子200Ｍ個人メドレー 松本　真由薫 中３ ３分２６秒８３ ナガイＳＳ 藤岡北

寺田　純菜 中２ ２分５９秒８４ ナガイ前橋 桐生新里

池田　咲菜 中３ ２分５３秒７５ ナガイ前橋 前橋粕川

黒古　希 中３ ２分４６秒４９ ナガイ前橋 前橋粕川



三好　望未 中３ ２分３４秒３８ ナガイＳＳ 佐波玉村 決勝

古川　美怜 中３ ２分３３秒３４ ナガイＳＳ 佐波玉村 決勝

男子200Ｍ個人メドレー 宮下 昂大 中２ ２分４６秒０４ ナガイＳＳ 藤岡東

粕川　龍之介 中１ ２分３５秒９０ ナガイ前橋 桐生新里

宮下　央嗣 中３ ２分２８秒９９ ナガイＳＳ 高崎佐野

奈良　和樹 中２ ２分２８秒８６ ナガイ伊勢崎 伊勢崎あずま 補欠

橋立　真 中３ ２分２７秒６９ ナガイ前橋 前橋第五 決勝

橋本　大河 中２ ２分２１秒３３ ナガイＳＳ 高崎佐野 決勝

男子400Ｍ自由形 浅見　翔 中２ ４分４７秒１４ ナガイＳＳ 佐波玉村南

女子400Ｍ個人メドレー 古川　美怜 中３ ５分１５秒１８ ナガイＳＳ 佐波玉村 関東

女子800Ｍ自由形 山田　咲貴 中３ １０分５０秒２６ ナガイＳＳ 佐波玉村

女子50Ｍ自由形 榎田　璃美 中１ ２８秒９０ ナガイ伊勢崎 前橋荒砥

小保方　星来 中３ ２８秒８９ ナガイ伊勢崎 伊勢崎あずま 関東

男子50Ｍ自由形 井野　虹輝 中３ ２６秒７４ ナガイＳＳ 佐波玉村南

中村　優友 中３ ２６秒０６ ナガイ前橋 前橋第五 関東

男子200Ｍ自由形 鈴木　航大 中３ ２分０２秒４７ ナガイＳＳ 高崎大類 関東

男子200Ｍバタフライ 権田　翔太郎 中２ ２分２６秒５１ ナガイ太田 太田休泊

男子200Ｍ背泳ぎ 橋本　大河 中２ ２分２１秒４０ ナガイＳＳ 太田城東

岩崎　優介 中２ ２分１８秒５９ ナガイＳＳ 伊勢崎第四 関東

女子200Ｍ平泳ぎ 三好　望未 中３ ２分４６秒２０ ナガイＳＳ 佐波玉村 関東

男子100Ｍバタフライ 中村　優友 中３ １分０１秒２２ ナガイ前橋 前橋第五 関東

女子100Ｍ自由形 渡邉　真名 中２ １分０３秒１５ ナガイ伊勢崎 伊勢崎あずま

男子100Ｍ自由形 榎田　紘希 中３ ５７秒０５ ナガイ伊勢崎 前橋荒砥 関東

鈴木　航大 中３ ５６秒２０ ナガイＳＳ 高崎大類 関東

女子100Ｍ背泳ぎ 飯島　凛 中２ １分１１秒３４ ナガイＳＳ 高崎矢中

男子100Ｍ背泳ぎ 岩崎　優介 中２ １分０２秒６２ ナガイＳＳ 伊勢崎第四 関東

女子200Ｍ個人メドレー 三好　望未 中３ ２分３１秒１７ ナガイＳＳ 佐波玉村 関東

決　勝　競　技



古川　美怜 中３ ２分３０秒３６ ナガイＳＳ 佐波玉村 関東

男子200Ｍ個人メドレー 橋立　真 中３ ２分２８秒９７ ナガイ前橋 前橋第五

橋本　大河 中２ ２分１９秒７４ ナガイＳＳ 高崎佐野 関東


