
   
自由形 白井　　遥 中2 神谷　茉那 中3 柴田　結衣 中1 大久保　咲 中3 神谷　奏音 中1 浅見　叶和 中3 橋本　沙希 中1 大塚　美怜 中2 土井　瑞希 中3 小川　真歩 中3
50m 都幾川 三郷早稲田 さいたま田島 伊奈学園 富士見勝瀬 さい与野西 さいたま美園南 草加瀬崎 さい大宮西 戸田東
タイム決勝 27.68 27.94 28.22 28.58 28.69 28.85 28.88 28.89 28.90 28.92

自由形 柴田　結衣 中1 山本　結月 中1 白井　　遥 中2 兼岡　楓菜 中2 稲荷山　空 中3 内堀　瑠璃 中2 堺澤　舞香 中3 神谷　奏音 中1 小林　遙那 中1 中村　光来 中2
100m さいたま田島 上尾大石 都幾川 さい南浦和 さいたま土屋 草加瀬崎 白岡篠津 富士見勝瀬 蕨第二 越谷富士
タイム決勝 1:00.00 1:00.89 1:01.03 1:01.44 1:01.68 1:01.89 1:01.95 1:02.02 1:02.04 1:02.09

自由形 稲荷山　空 中3 山本　結月 中1 西野　沙耶 中1 堺澤　舞香 中3 山崎　新奈 中2 内堀　瑠璃 中2 兼岡　楓菜 中2 小黒　蒼依 中3 石井　菜穂 中3 久保　夏海 中2
200m さいたま土屋 上尾大石 川口戸塚西 白岡篠津 戸田新曽 草加瀬崎 さい南浦和 伊奈 伊奈学園 さいたま春野
タイム決勝 2:09.90 2:11.46 2:12.11 2:12.24 2:12.79 2:13.01 2:13.71 2:13.94 2:14.82 2:15.94

背泳ぎ 澤村　美憂 中2 水野　柚希 中2 澁澤　亜弥 中3 石﨑　珠羽 中3 久下陽菜乃 中1 後藤　七香 中3 菊井　心菜 中2 吉田　はな 中2 清水　彩寧 中1 中島　明香 中2
50m 幸手 白岡篠津 さいたま宮原 入間郡毛呂山 さいたま土屋 さい大宮西 越谷富士 越谷東 伊奈 坂戸若宮
タイム決勝 31.57 31.78 32.24 32.25 32.91 32.97 33.01 33.01 33.56 34.26

(同7位)
背泳ぎ 澤村　美憂 中2 澁澤　亜弥 中3 石﨑　珠羽 中3 吉田　はな 中2 久下陽菜乃 中1 中島　優芽 中3 中島　明香 中2 森　向日葵 中2 浪江佑理子 中2 小松﨑みな 中2
100m 幸手 さいたま宮原 入間郡毛呂山 越谷東 さいたま土屋 坂戸若宮 坂戸若宮 さいたま植竹 春日部 川口十二月田
タイム決勝 1:08.29 1:08.76 1:09.46 1:11.18 1:11.79 1:12.49 1:12.97 1:13.37 1:13.77 1:13.99

平泳ぎ 髙橋　　華 中2 菅谷　真采 中1 吉田かれん 中2 山田　　澄 中1 福田　優美 中3 髙澤　すず 中3 秦　　愛莉 中1 中西　咲希 中2 大髙　唯藍 中1 北川　紗優 中1
50m 越谷富士 川口神根 川口芝東 三郷北 さい与野南 蓮田 草加新栄 白岡 越谷富士 白岡篠津
タイム決勝 34.75 35.43 35.69 35.70 35.78 35.94 36.43 36.81 36.92 37.03

平泳ぎ 髙橋　　華 中2 山田　　澄 中1 福田　優美 中3 菅谷　真采 中1 髙澤　すず 中3 秦　　愛莉 中1 中西　咲希 中2 吉田かれん 中2 北川　紗優 中1 庭木　花蓮 中2
100m 越谷富士 三郷北 さい与野南 川口神根 蓮田 草加新栄 白岡 川口芝東 白岡篠津 和光第三
タイム決勝 1:14.77 1:15.44 1:16.28 1:19.12 1:19.33 1:19.72 1:19.80 1:19.99 1:21.34 1:21.96

バタフライ 関根　倖彩 中2 小牧　彩音 中1 磯部　　結 中3 植田　彩巴 中3 神谷　茉那 中3 佐久間惟由 中3 日下部麗奈 中1 大友　花恵 中2 石井　菜穂 中3 緑川　小瑚 中2
50m 春日部大沼 戸田新曽 さいたま土屋 川口安行 三郷早稲田 和光第二 さい与野西 幸手 伊奈学園 川口元郷
タイム決勝 28.47 28.62 29.11 29.45 29.59 29.96 30.80 31.04 31.07 31.23

(大会新) (大会新)
バタフライ 小牧　彩音 中1 佐久間惟由 中3 大友　花恵 中2 日下部麗奈 中1 菅谷　真滉 中3 松尾　芽衣 中1 髙山　愛香 中1 奥野　陽与 中3 星野　真美 中3 森田　愛衣 中2
100m 戸田新曽 和光第二 幸手 さい与野西 川口神根 川口里 桶川東 浦和明の星 さいたま田島 上尾
タイム決勝 1:03.84 1:05.01 1:06.43 1:06.72 1:07.05 1:08.91 1:09.03 1:09.30 1:09.37 1:10.00

(大会新) (大会新)
個人メドレー 水野　柚希 中2 緑川　小瑚 中2 渡部　春奈 中3 小黒　蒼依 中3 笹﨑　実希 中2 奥野　陽与 中3 浅見　叶和 中3 橋本　沙希 中1 菅沼　千尋 中2 坂巻　奈央 中1
200m 白岡篠津 川口元郷 春日部大沼 伊奈 草加瀬崎 浦和明の星 さい与野西 さいたま美園南 浦和ルーテル 上尾大石
タイム決勝 2:27.13 2:31.21 2:31.75 2:32.72 2:33.03 2:33.60 2:34.53 2:34.59 2:35.02 2:35.50

メドレーリレー 越谷富士 中 戸田新曽 中 白岡篠津 中 坂戸若宮 中 川口青木 中 さい与野西 中 草加瀬崎 中 川口戸塚西 中 幸手 中 伊奈小針 中
400m 鈴木麻咲美 中3 榎　　萌花 中2 水野　柚希 中2 中島　優芽 中3 山﨑　彩花 中2 浅見　希和 中3 笹﨑　実希 中2 吉田　　凉 中3 澤村　美憂 中2 須賀　小遥 中1
タイム決勝 中村　光来 中2 青木　結愛 中2 北川　紗優 中1 萩原　侑香 中2 浜田安優美 中2 日下部綺香 中3 櫻井　双葉 中2 稲田　汐里 中3 青木　友羅 中2 髙橋　彩加 中1

髙橋　　華 中2 小牧　彩音 中1 高橋　由衣 中2 公地　　李 中2 三浦　瑠奈 中3 日下部麗奈 中1 内堀　瑠璃 中2 太田　涼帆 中3 大友　花恵 中2 二宮　歩希 中1
海老根　凛 中2 亀井　優楽 中3 堺澤　舞香 中3 公地　　杏 中2 宇田川樺乃子 中3 浅見　叶和 中3 大塚　美怜 中2 西野　沙耶 中1 間中　麗愛 中1 納見きらら 中1

04:39.4 Fin. 04:48.3 Fin. 04:48.5 Fin. 04:49.1 Fin. 04:50.7 Fin. 04:51.0 Fin. 04:52.0 Fin. 04:52.0 Fin. 04:53.3 Fin. 04:54.0 Fin.

 1:11.00 1st.  1:12.12 1st.  1:09.24 1st.  1:12.96 1st.  1:14.74 1st.  1:15.76 1st.  1:15.63 1st.  1:12.67 1st.  1:09.39 1st.  1:19.93 1st.
さいたま田島 中 越谷富士 中 春日部 中 草加瀬崎 中 坂戸若宮 中 三郷早稲田 中 戸田新曽 中 蕨第一 中

36

令和元年度 埼玉県中学生夏季水泳大会 2019/8/2 川口青木町公園プール 女子
1位 2位 3位 4位 5位 6位

総合 53 点 46 点 29

7位 8位 9位 10位

点 25 点 16 点点 34 点 33 点


