
第54回群馬県中学校総合体育大会

女子800M自由形 山中　愛理 ３年 女 １０分３３秒６７ ナガイ伊勢崎 太田毛里田 ７位 決勝
井上　未羽 ３年 女 １２分２３秒５５ ナガイ前橋 前橋大胡 １０位 決勝

男子1500自由形 髙橋　翔也 ３年 男 １９分５１秒６３ ナガイ前橋 前橋荒砥 ５位 決勝
猪野　楽人 ３年 男 １９分５４秒０５ ナガイ伊勢崎 佐波玉村 ６位 決勝
保坂　龍輝 ２年 男 ２１分２２秒９３ ナガイ前橋 伊勢崎赤堀 １０位 決勝

女子50M自由形 平田　奈津実 ３年 女 ３２秒３３ ナガイ伊勢崎 太田城東 ４７位
山田　怜菜 ２年 女 ３２秒０４ ナガイ伊勢崎 伊勢崎殖蓮 ３９位
今村　紗那 ２年 女 ３２秒１３ ナガイ伊勢崎 伊勢崎赤堀 ４３位
小林　智葉 2年 女 ３１秒７９ ナガイ前橋 群大附 ３４位
木島　みな弥 ２年 女 ３０秒１０ ナガイ前橋 桐生大学付属 １４位 関東
中島　ゆりえ １年 女 ３０秒６１ ナガイ前橋 前橋粕川 ２２位 関東
髙橋　ひなの 1年 女 ２９秒２５ ナガイSS 高崎塚沢 ６位 決勝
宮原　姫来里 ２年 女 ２９秒９６ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三 １２位 関東

男子50M自由形 新井　郁也 ２年 男 ２９秒６７ ナガイ伊勢崎 太田城東 ７５位
榎田　遥希 ２年 男 ２８秒９１ ナガイ伊勢崎 前橋第七 ５３位
菅原　榛太 １年 男 ２８秒７７ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三 ５０位
津久井　奏和 ３年 男 ２８秒７２ ナガイ伊勢崎 四ツ葉学園 ４４位
久保田　唯斗 ３年 男 ２８秒７０ ナガイ伊勢崎 伊勢崎殖蓮 ４３位
松村　息吹 ３年 男 ２７秒９０ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三 ２２位
髙橋　翔也 ３年 男 ２９秒４９ ナガイ前橋 前橋荒砥 ６８位
茂木　友真 ３年 男 ２７秒８６ ナガイ前橋 桐生新里 ２０位
町田　優 ３年 男 ２７秒７５ ナガイ前橋 伊勢崎赤堀 １８位
松村　渉太 ２年 男 ２７秒２５ ナガイ前橋 前橋粕川 １１位 関東
石川　蒼 ２年 男 ２６秒４２ ナガイ伊勢崎 四ツ葉学園 １位 決勝
寺田　大晟 ３年 男 ２６秒７８ ナガイ前橋 桐生新里 ４位 決勝

男子400M個人メドレー 清水　恭平 ２年 男 ５分２７秒２９ ナガイ前橋 前橋宮城 ７位 決勝

女子400Mリレー 中島　ゆりえ
ハーン　里菜
野尻　柚葉
野尻　雛花
小暮　実由
秋山　美智
島田　朱里
山中　愛理 - 女 ４分５６秒５４ ナガイ伊勢崎 太田毛里田 ２２位
宮原　姫来里 - 女 ４分３２秒６３ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三 １３位

男子400Mリレー 町田　優
寒梅　想眞
寺田　大晟
深澤　千陽
茂木　友真
菅原　榛太
伊藤　隼樹
松村　息吹
榎田　遥希 - 男 ４分２６秒６９ ナガイ伊勢崎 前橋第七 ２２位
井上　侑実 - 男 ４分１７秒４４ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第一 １５位

女子400Mメドレーリレー 野尻　雛花
小暮　実由
野尻　柚葉
島田　朱里
秋山　美智
宮原　姫来里 - 女 ５分０６秒５８ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三 １１位
中島　ゆりえ
ハーン　里菜

- １３位前橋粕川ナガイ前橋５分１３秒８９女

-

２４位藤岡東ナガイSS６分０１秒２４女-

１８位高崎高南ナガイSS５分２０秒０８女

伊勢崎第三ナガイ伊勢崎４分１２秒８０男-

桐生新里ナガイ前橋４分０８秒１６男-

伊勢崎赤堀ナガイ前橋３分５９秒３２男-

女 ５分１０秒０８ ナガイSS 藤岡東 ２４位

２０位

決勝４位

決勝７位

決勝１０位

予　　　　選　　　　競　　　　技

令和元年7月27日～29日

１６位ナガイ前橋４分４１秒９１女- 前橋粕川

高崎高南ナガイSS４分５２秒０９女-

-



男子400Mメドレーリレー 谷澤　諒祐 - 男 ５分１７秒０９ ナガイSS 藤岡北 ２６位
榎田　遥希 - 男 ４分４８秒９０ ナガイ伊勢崎 前橋第七 １４位
今泉　響揮
茂木　友真
井上　侑実 - 男 ６分１７秒８１ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第一 ２９位
菅原　榛太
松村　息吹
寒梅　想眞
町田　優

女子200M自由形 新井　愛望 １年 女 ２分４１秒６５ ナガイSS 藤岡西 ２９位

男子200M自由形 諏訪　竜生 ２年 男 ２分２３秒２１ ナガイSS 高崎高南 ２５位
根岸　昂生 ３年 男 ２分１６秒８０ ナガイ玉村 佐波玉村南 １２位 関東
神宮　佑馬 １年 男 ２分２０秒９１ ナガイ前橋 前橋荒砥 １９位 関東

男子200Mバタフライ 今泉　響揮 ３年 男 ２分３８秒７９ ナガイ前橋 桐生新里 １６位

女子200M背泳ぎ 萩原　彩子 ２年 女 ３分１０秒５６ ナガイSS 藤岡鬼石 ２６位
山本　百合菜 １年 女 ２分４９秒３２ ナガイ伊勢崎 太田北 ２０位

男子200M背泳ぎ 渡邊　好晟 1年 男 ２分３４秒２６ ナガイ前橋 前橋木瀬 １６位 関東
河端　琉斗 ３年 男 ２分２７秒４３ ナガイ玉村 伊勢崎第四 ８位 決勝

女子200M平泳ぎ 西本　恵 ３年 女 ２分４８秒９０ ナガイSS 高崎矢中 ７位 決勝
木村　夏希 ３年 女 ３分０１秒２３ ナガイ玉村 GKA １３位 関東
ハーン　里菜 ３年 女 ３分０７秒９１ ナガイ前橋 前橋粕川 ２０位

男子200M平泳ぎ 大塚　楓真 ３年 男 ２分５７秒３１ ナガイ玉村 佐波玉村 ２９位
根岸　亮匠 ２年 男 ２分４７秒０５ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三 １９位

女子400M自由形 野尻　柚葉 3年 女 ５分０６秒１６ ナガイSS 高崎高南 １４位 関東
安田　百花 ３年 女 ５分１２秒００ ナガイ伊勢崎 太田城東 １５位 関東
井上　未羽 ３年 女 ５分５１秒６４ ナガイ前橋 前橋大胡 ２０位

男子400M自由形 樋口　凱大 １年 男 ５分５２秒６２ ナガイ伊勢崎 伊勢崎宮郷 ２４位
春山　陸空 ３年 男 ５分３３秒８９ ナガイ玉村 佐波玉村 ２１位
神宮　佑馬 １年 男 ４分５６秒３０ ナガイ前橋 前橋荒砥 １３位 関東
諏訪　竜生 2年 男 ５分０１秒３５ ナガイSS 高崎高南 １７位 関東
猪野　楽人 ３年 男 ４分５９秒３０ ナガイ伊勢崎 佐波玉村 １６位 関東

女子100Mバタフライ 野尻　柚葉 3年 女 １分１８秒２９ ナガイSS 高崎高南 ２４位

男子100Mバタフライ 谷澤　諒祐 １年 男 １分３５秒０１ ナガイSS 藤岡北 ３０位
今泉　響揮 ３年 男 １分０７秒８９ ナガイ前橋 桐生新里 ２０位 関東
町田　優 ３年 男 １分０５秒８７ ナガイ前橋 伊勢崎赤堀 １３位 関東

女子100M自由形 安田　百花 ３年 女 １分０７秒００ ナガイ伊勢崎 太田城東 ２３位
中島　ゆりえ １年 女 １分０７秒３６ ナガイ前橋 前橋粕川 ２４位
髙橋　ひなの 1年 女 １分０４秒４７ ナガイSS 高崎塚沢 １３位 関東
宮原　姫来里 ２年 女 １分０４秒９６ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三 １４位 関東

男子100M自由形 松村　息吹 ３年 男 １分０３秒０４ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三 ３８位
菅原　榛太 １年 男 １分０２秒４６ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三 ３３位
茂木　友真 ３年 男 １分０３秒１２ ナガイ前橋 桐生新里 ３９位
久保田　唯斗 ３年 男 １分０３秒１８ ナガイ伊勢崎 伊勢崎殖蓮 ４０位
根岸　昂生 ３年 男 １分０２秒００ ナガイ玉村 佐波玉村南 ２８位
松村　渉太 ２年 男 ５９秒９７ ナガイ前橋 前橋粕川 １２位 関東
寺田　大晟 ３年 男 ５８秒８０ ナガイ前橋 桐生新里 ５位 決勝
石川　蒼 ２年 男 ５８秒４５ ナガイ伊勢崎 四ツ葉学園 ３位 決勝

女子100M背泳ぎ 萩原　彩子 ２年 女 １分３０秒３８ ナガイSS 藤岡鬼石 ２９位
粕川　あかり １年 女 １分２６秒１１ ナガイ前橋 桐生新里 ２６位

男子100M背泳ぎ 藤井　大輔 1年 男 １分１８秒１７ ナガイSS 高崎倉賀野 ２７位
渡邊　好晟 1年 男 １分１０秒２０ ナガイ前橋 前橋木瀬 １２位 関東

４分５１秒７６男-

３位 決勝

１７位伊勢崎第三ナガイ伊勢崎

- 男 ４分２７秒６６ ナガイ前橋 伊勢崎赤堀

２０位桐生新里ナガイ前橋４分５４秒８７男-



河端　琉斗 ３年 男 １分０８秒７９ ナガイ玉村 伊勢崎第四 ９位 決勝

女子100M平泳ぎ ハーン　里菜 ３年 女 １分２４秒８６ ナガイ前橋 前橋粕川 １８位 関東
木村　夏希 ３年 女 １分２１秒２４ ナガイ玉村 GKA １１位 関東
西本　恵 ３年 女 １分２０秒５６ ナガイSS 高崎矢中 ９位 決勝
山中　愛理 ３年 女 １分２５秒５８ ナガイ伊勢崎 太田毛里田 １９位 関東

男子100M平泳ぎ 大塚　楓真 ３年 男 １分２０秒４６ ナガイ玉村 佐波玉村 ２９位
根岸　亮匠 ２年 男 １分１６秒５０ ナガイ伊勢崎 伊勢崎第三 ２２位
寒梅　想眞 ３年 男 １分１７秒４９ ナガイ前橋 伊勢崎赤堀 ２５位

女子200M個人メドレー 中澤　怜芭 １年 女 ２分５９秒４８ ナガイSS 高崎大類 ２６位
秋山　美智 ２年 女 棄権 ナガイSS 藤岡東 棄権
木島　みな弥 ２年 女 ２分４４秒５１ ナガイ前橋 桐生大学付属 １８位 関東

男子200M個人メドレー 清水　恭平 ２年 男 ２分３１秒４５ ナガイ前橋 前橋宮城 １４位 関東
寒梅　想眞 ３年 男 ２分３１秒５０ ナガイ前橋 伊勢崎赤堀 １５位 関東

男子400M個人メドレー 清水　恭平 ２年 男 ５分２２秒８４ ナガイ前橋 前橋宮城 ６位 関東

女子800M自由形 山中　愛理 ３年 女 １０分３９秒７１ ナガイ伊勢崎 太田毛里田 ７位 関東
井上　未羽 ３年 女 １２分１３秒９８ ナガイ前橋 前橋大胡 １０位

男子1500自由形 髙橋　翔也 ３年 男 １９分５０秒６５ ナガイ前橋 前橋荒砥 ６位 関東
猪野　楽人 ３年 男 １９分１８秒５０ ナガイ伊勢崎 佐波玉村 ５位 関東
保坂　龍輝 ２年 男 ２１分０４秒９３ ナガイ前橋 伊勢崎赤堀 １０位

女子50M自由形 髙橋　ひなの 1年 女 ２８秒９９ ナガイSS 高崎塚沢 ７位 関東

男子50M自由形 石川　蒼 ２年 男 ２６秒１５ ナガイ伊勢崎 四ツ葉学園 １位 関東
寺田　大晟 ３年 男 ２６秒５６ ナガイ前橋 桐生新里 ４位 関東

男子200M背泳ぎ 河端　琉斗 ３年 男 ２分２６秒９９ ナガイ玉村 伊勢崎第四 ７位 関東

女子200M平泳ぎ 西本　恵 ３年 女 ２分４６秒４３ ナガイSS 高崎矢中 ６位 関東

男子400Mリレー 寺田　大晟
深澤　千陽
茂木　友真
町田　優
寒梅　想眞
菅原　榛太
伊藤　隼樹
松村　息吹

男子100M自由形 寺田　大晟 ３年 男 ５８秒２０ ナガイ前橋 桐生新里 ６位 関東
石川　蒼 ２年 男 ５８秒０３ ナガイ伊勢崎 四ツ葉学園 ５位 関東

男子100M背泳ぎ 河端　琉斗 ３年 男 １分０９秒１０ ナガイ玉村 伊勢崎第四 ９位 関東

女子100M平泳ぎ 西本　恵 ３年 女 １分２０秒３９ ナガイSS 高崎矢中 ９位 関東

男子400Mメドレーリレー 寒梅　想眞
町田　優

関東２位伊勢崎赤堀ナガイ前橋- 男 ４分２３秒７８

男

関東６位桐生新里ナガイ前橋４分０６秒６９男

関東４位伊勢崎赤堀ナガイ前橋３分５８秒９４

- 関東１０位伊勢崎第三ナガイ伊勢崎４分１０秒２６男

-

-

決　　　　　勝　　　　競　　　　技


