
自由形 溝下あいこ 中1 芝野　美響 中2 原田　藍良 中2 木津　彩葉 中2 米井　陽芽 中2 橋本　羽未 中2 石田　茉稟 中1 久保　　櫻 中2 植田　優奈 中2 本田奈々美 中2

50m 川越西 草加新栄 上尾瓦葺 越谷富士 草加新田 川越名細 聖望学園 草加新田 春日部大沼 蓮田

タイム決勝 26.76 大会新 27.45 28.04 28.10 28.17 28.33 28.49 28.53 28.60 28.87

自由形 溝下あいこ 中1 芝野　美響 中2 松山　瑞歩 中2 乾　ちひろ 中2 橋本　羽未 中2 金井　美渚 中2 石田　茉稟 中1 米井　陽芽 中2 玉木　彩月 中1 車田　菜月 中2

100m 川越西 草加新栄 伊奈小針 さいたま植竹 川越名細 川口十二月田 聖望学園 草加新田 上尾大石 川口戸塚西

タイム決勝 57.63 大会新 1:00.04 1:00.62 1:01.11 1:01.22 1:01.62 1:01.82 1:02.75 1:03.84 1:03.94

背泳ぎ 堀川 優月 中2 田島ありす 中1 原田　藍良 中2 長島　光花 中1 菅　那奈実 中2 内藤　妃菜 中1 奥谷　　心 中1 榎本　優愛 中2 平山　緋音 中1 山﨑さくら 中2

50m 川口上青木 さい与野東 上尾瓦葺 さい与野西 さいたま宮原 越谷西 上尾大石 越谷富士 さいたま宮原 さいたま常盤

タイム決勝 30.24 30.55 30.70 31.03 31.32 31.41 31.73 31.97 32.03 32.28

背泳ぎ 堀川 優月 中2 長島　光花 中1 田島ありす 中1 奥谷　　心 中1 内藤　妃菜 中1 菅　那奈実 中2 井上　真緒 中1 中西　音乃 中1 榎本　優愛 中2 吉泉　蘭夏 中1

100m 川口上青木 さい与野西 さい与野東 上尾大石 越谷西 さいたま宮原 さいたま宮原 さいたま城北 越谷富士 春日部南

タイム決勝 1:05.11 1:05.42 1:06.27 1:06.61 1:07.03 1:07.18 1:09.32 1:10.01 1:10.73 1:11.70

平泳ぎ 石山　　睦 中2 大貫　瑠奈 中2 田尻真奈香 中1 平沼　瑛菜 中1 仲野　友菜 中2 西沢　涼乃 中1 佐藤　愛姫 中1 小林　歩希 中2 湯浅　美音 中2 野口　彩音 中1

50m さいたま田島 杉戸広島 さい東浦和 埼玉栄 越生 草加新栄 越生 さいたま宮原 伊奈小針 草加新栄

タイム決勝 35.45 35.69 36.23 36.50 36.86 36.88 37.07 37.20 37.37 37.90

平泳ぎ 河原　彩華 中2 高島　果鈴 中2 米田妃那乃 中1 植田　優奈 中2 平沼　瑛菜 中1 大貫　瑠奈 中2 石山　　睦 中2 湯浅　美音 中2 佐藤　亜衣 中2 仲野　友菜 中2

100m さい与野南 熊谷荒川 上尾瓦葺 春日部大沼 埼玉栄 杉戸広島 さいたま田島 伊奈小針 獨協埼玉 越生

タイム決勝 1:10.55 大会新 1:15.86 1:17.17 1:17.65 1:17.82 1:18.08 1:18.19 1:18.58 1:19.14 1:20.19

バタフライ 木戸　杏美 中2 乾　ちひろ 中2 鈴木もなみ 中2 小野日菜子 中2 宮本　愛歌 中1 石井　唯花 中1 齊藤　　優 中2 上西ゆうな 中2 大島　愛莉 中2 鈴木　彩寧 中2

50m さい与野東 さいたま植竹 春日部共栄 白岡篠津 草加瀬崎 さいたま宮原 さい与野東 小川欅台 川口十二月田 草加新田

タイム決勝 29.11 30.01 30.28 30.35 30.35 同4位 30.48 30.55 30.93 30.98 31.00

バタフライ 河原　彩華 中2 由本　紅葉 中1 木戸　杏美 中2 石井　唯花 中1 齊藤　　優 中2 久保　　櫻 中2 大島　愛莉 中2 鈴木もなみ 中2 小山田　琴 中2 笹目　和奏 中1

100m さい与野南 川口南 さい与野東 さいたま宮原 さい与野東 草加新田 川口十二月田 春日部共栄 坂戸若宮 蓮田

タイム決勝 1:03.31 1:04.70 1:05.38 1:06.19 1:06.78 1:06.90 1:07.13 1:07.74 1:08.03 1:08.57

個人メドレー 松山　瑞歩 中2 佐藤　亜衣 中2 由本　紅葉 中1 金井　美渚 中2 野口　彩音 中1 宮本　愛歌 中1 田中　雪葉 中2 中西　音乃 中1 本田奈々美 中2 足立　真柚 中1

100m 伊奈小針 獨協埼玉 川口南 川口十二月田 草加新栄 草加瀬崎 さいたま木崎 さいたま城北 蓮田 熊谷富士見

タイム決勝 1:08.15 1:09.30 1:09.37 1:10.34 1:11.93 1:12.33 1:12.42 1:12.50 1:12.83 1:15.21
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令和３年度 第６回埼玉県中学生春季水泳大会 令和3年3月20日 セントポールズ・アクアティックセンター 【女子】
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令和３年度 第６回埼玉県中学生春季水泳大会 令和3年3月20日 セントポールズ・アクアティックセンター 【女子】

1位 2位 3位 4位 5位
フリーリレー 草加新田 中 春日部大沼 中 坂戸若宮 中 草加瀬崎 中 さいたま宮原 中 熊谷富士見 中

4×50m 松尾　怜采 中1 植田　優奈 中2 小山田　琴 中2 岸原　沙耶 中2 平山　緋音 中1 足立　真柚 中1

タイム決勝 丸山　瑠依 中2 高野　　綾 中2 森　　杏樹 中2 小山　悠来 中1 渡邉のどか 中1 渡邉さくら 中2

米井　陽芽 中2 上原　妃夏 中1 齊藤　史栞 中1 小泉　千紗 中1 若林　美波 中2 稲村　優花 中2

久保　　櫻 中2 久和　優芽 中2 八木原のどか 中2 宮本　愛歌 中1 石井　唯花 中1 稲村　杏奈 中1

1:55.30 Fin. 1:58.90 Fin. 1:59.47 Fin. 2:01.22 Fin. 2:01.40 Fin. 2:07.21 Fin.

29.63 1st. 28.71 1st. 29.85 1st. 30.14 1st. 29.76 1st. 29.70 1st.

メドレーリレー さいたま宮原 中 草加新田 中 春日部大沼 中 朝霞第一 中 川口十二月田 中

4×50m 菅　那奈実 中2 久保　　櫻 中2 高野　　綾 中2 金井　渚月 中2 金井　美渚 中2

タイム決勝 小林　歩希 中2 小久保茉彩 中2 久和　優芽 中2 高橋　未和 中2 宮城　果苗 中1

石井　唯花 中1 鈴木　彩寧 中2 上原　妃夏 中1 阿部　紋寧 中2 大島　愛莉 中2

井上　真緒 中1 米井　陽芽 中2 植田　優奈 中2 五味　寛菜 中1 埜口　心瑚 中1

2:06.75 Fin. 2:07.28 Fin. 2:18.35 Fin. 2:19.78 Fin. 2:32.54 Fin.

31.33 1st. 31.97 1st. 37.37 1st. 34.84 1st. 34.31 1st.

混合 新座第五 中 伊奈小針 中 草加瀬崎 中 川口南 中 春日部共栄 中 さいたま宮原 中 上尾大石 中 川口十二月田 中 春日部大沼 中 草加新田 中
メドレーリレー 柿木　寛太 中2 佐藤　弘康 中2 宮本　愛歌 中1 久保　颯祐 中2 古屋　　快 中2 菅　那奈実 中2 奥谷　　心 中1 金井　美渚 中2 地木楽真尋 中2 石橋　　澪 中2
4×50m 天野　太陽 中2 湯浅　美音 中2 安東　健翔 中2 石塚　大介 中1 高橋　佑奈 中1 小林　歩希 中2 北田　怜生 中1 久保田憲太郎 中1 植田　優奈 中2 落合　　諒 中2
タイム決勝 本郷　陽香 中2 四方田眞我 中1 岸原　沙耶 中2 由本　紅葉 中1 鈴木もなみ 中2 辻橋　孝亮 中1 岡野　桂晋 中1 大島　愛莉 中2 高野　　綾 中2 鈴木　彩寧 中2

清水　　蘭 中2 松山　瑞歩 中2 長島　彰吾 中2 山本　侑茉 中1 石川　悠靖 中2 東條　凌久 中2 玉木　彩月 中1 古玉　瑛人 中2 成田　健志 中1 石川　彩人 中1
 2:02.35 Fin.  2:02.54 Fin.  2:03.20 Fin.  2:03.23 Fin.  2:04.29 Fin.  2:06.79 Fin.  2:07.86 Fin.  2:08.43 Fin.  2:08.72 Fin.  2:14.46 Fin.

28.22 1st. 29.58 1st. 39.8 1st. 28.67 1st. 29.78 1st. 31.40 1st. 31.37 1st. 33.55 1st. 30.63 1st. 37.29 1st.


