
   
自由形 藤原　由唯 中3 大海　茉那 中3 中村　天音 中3 相川　琴音 中2 滝澤　心海 中3 増田　暁葉 中3 佐久間亜未 中3 山本　葉月 中2 上原みなみ 中2 佐藤　凜花 中2
50m 蓮田　蓮田南 狭山西 さい大砂土 ふじみ野大井 川越城南 さいたま春里 川口上青木 上尾大石 和光大和 深谷幡羅
決勝 26.88 27.2 27.31 27.55 27.77 27.78 27.78 27.97 28.12 28.2

(同6位)
自由形 藤原　由唯 中3 神田　美夢 中3 相川　琴音 中2 岩﨑　　蘭 中3 中村　天音 中3 福島璃梨華 中3 佐久間亜未 中3 佐藤　凜花 中2 松森　小夏 中2 山本　葉月 中2
100m 蓮田　蓮田南 上尾原市 ふじみ野大井 草加瀬崎 さい大砂土 川口安行 川口上青木 深谷幡羅 富士見西 上尾大石
決勝 57.77 58.19 59.39 59.51 59.7 1:00.21 1:00.40 1:00.59 1:00.65 1:01.01

自由形 神田　美夢 中3 武田　眞咲 中1 谷口　紗英 中3 松森　小夏 中2 桑原　　鈴 中3 福島璃梨華 中3 守友　晃子 中1 長谷川琴菜 中2 小林　那緒 中2 石井　　翠 中3
200m 上尾原市 ふじみ野大井 春日部大増 富士見西 深谷上柴 川口安行 富士見西 深谷 戸田 熊谷妻沼東
決勝 2:03.68 2:09.35 2:09.36 2:09.75 2:09.78 2:10.52 2:10.61 2:11.06 2:11.27 2:14.39

自由形 増田　聖乃 中2 米光　美桜 中3 緑川　瑠流 中3 谷口　紗英 中3 吉田　涼夏 中2 長谷川琴菜 中2 野口　瑛美 中2 佐瀬　早紀 中2 髙桑　美咲 中2 若井亜由梨 中1
400m 蓮田黒浜 新座第六 川口元郷 春日部大増 さいたま城北 深谷 さいたま田島 北本 春日部武里 川口安行東
決勝 4:22.66 4:26.67 4:28.91 4:31.57 4:31.66 4:32.78 4:35.27 4:36.49 4:38.80 4:41.04

自由形 増田　聖乃 中2 緑川　瑠流 中3 米光　美桜 中3 千種　那月 中1 筏井　香乃 中2 岡田　琉花 中1 長田　笑実 中1 髙桑　美咲 中2 萩原　歩香 中3
800m 蓮田黒浜 川口元郷 新座第六 さいたま土合 川口上青木 春日部 川口十二月田 春日部武里 坂戸若宮
決勝 8:57.01 8:57.20 9:07.08 9:24.19 9:28.20 9:29.39 9:32.89 9:33.99 9:43.04

背泳ぎ 高瀬　　陽 中3 栗島優都紀 中3 酒井　　凌 中1 井上　結葉 中1 古井丸日菜 中2 中山　美彩 中3 奥山　美良 中1 植竹　　遥 中2 佐藤　　優 中2 関根　万紘 中2
100m さいたま木崎 熊谷富士見 久喜 三郷早稲田 さい大砂土 熊谷富士見 さい大宮北 さいたま岩槻 草加青柳 川口十二月田

決勝 1:04.24 1:04.98 1:06.02 1:07.17 1:07.57 1:07.80 1:07.93 1:08.28 1:08.74 1:09.38

背泳ぎ 高瀬　　陽 中3 栗島優都紀 中3 鈴木　沙和 中3 酒井　　凌 中1 植竹　　遥 中2 舟橋　祐美 中3 佐藤　　優 中2 桑原　　鈴 中3 井上　結葉 中1 長谷川怜音 中3
200m さいたま木崎 熊谷富士見 上尾上平 久喜 さいたま岩槻 熊谷三尻 草加青柳 深谷上柴 三郷早稲田 北本
決勝 2:17.26 2:21.87 2:22.50 2:24.17 2:24.38 2:25.14 2:25.27 2:25.35 2:25.37 2:28.05

平泳ぎ 井坂　友紀 中3 内田　茉那 中2 佐藤　美悠 中3 古関　郁香 中3 奥田　彩来 中2 大熊　里奈 中3 菅　美奈実 中1 小野寺春佳 中3 野澤　優意 中1 西岡　茉優 中1
100m 桶川東 さいたま日進 八潮八條 久喜鷲宮東 新座第二 熊谷妻沼東 さいたま宮原 さいたま宮原 東松山東 東松山東
決勝 1:10.41 1:12.50 1:12.88 1:13.24 1:13.46 1:14.58 1:14.81 1:15.47 1:16.00 1:16.26

平泳ぎ 井坂　友紀 中3 内田　茉那 中2 古関　郁香 中3 菅　美奈実 中1 西岡　茉優 中1 加藤　玲奈 中3 佐久間一実 中3 奥田　彩来 中2 齋田　百萌 中3 松本　来実 中3
200m 桶川東 さいたま日進 久喜鷲宮東 さいたま宮原 東松山東 熊谷富士見 富士見勝瀬 新座第二 草加青柳 熊谷荒川
決勝 2:31.34 2:35.29 2:35.90 2:39.20 2:40.38 2:40.45 2:41.22 2:42.62 2:42.75 2:43.38

バタフライ 田嶋　玲奈 中3 島崎　佑美 中3 小松﨑まひろ 中2 荻原　　唯 中3 本田　遥香 中1 前田　ゆい 中3 守友　晃子 中1 蓮原　愛実 中1 染谷　紫温 中3 小林愛玲南 中3
100m 春日部大増 熊谷吉岡 川口十二月田 越谷南 蓮田 さいたま岸 富士見西 熊谷妻沼東 久喜鷲宮東 越谷南
決勝 1:01.58 1:02.77 1:04.44 1:04.45 1:04.91 1:05.14 1:05.20 1:05.27 1:05.32 1:05.55

(大会新)
バタフライ 田嶋　玲奈 中3 染谷　紫温 中3 本田　遥香 中1 前田　ゆい 中3 小松﨑まひろ 中2 島崎　佑美 中3 須藤　美月 中3 林　　結月 中3 北村　凜奈 中2 西澤　瑛倫 中3
200m 春日部大増 久喜鷲宮東 蓮田 さいたま岸 川口十二月田 熊谷吉岡 深谷南 東松山東 春日部 越谷中央
決勝 2:18.70 2:20.83 2:22.00 2:22.42 2:23.04 2:23.63 2:24.76 2:25.78 2:25.85 2:28.40

平成28年度埼玉県学校総合体育大会 2016/07/22～25 川口青木町公園プール 女子
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位



個人メドレー 平原ここの 中2 宮下ももこ 中3 音喜多七心 中3 武田　眞咲 中1 三浦　理音 中3 明石　涼花 中3 石井　　翠 中3 岩﨑　　蘭 中3 小野寺春佳 中3 向後　和見 中2
200m 越谷富士 坂戸若宮 白岡篠津 ふじみ野大井 春日部 久喜南 熊谷妻沼東 草加瀬崎 さいたま宮原 さいたま土合
決勝 2:19.34 2:19.55 2:22.08 2:23.61 2:24.06 2:25.38 2:26.63 2:27.12 2:28.42 2:29.62

個人メドレー 平原ここの 中2 宮下ももこ 中3 三浦　理音 中3 明石　涼花 中3 音喜多七心 中3 佐久間一実 中3 佐瀬　早紀 中2 向後　和見 中2 磯井菜那美 中3 高橋　　環 中2
400m 越谷富士 坂戸若宮 春日部 久喜南 白岡篠津 富士見勝瀬 北本 さいたま土合 川越第一 さいたま土呂
決勝 4:50.11 4:54.68 5:00.49 5:07.66 5:10.47 5:10.95 5:11.08 5:11.76 5:19.47 5:19.60

(大会新)
   
リレー 北本 中 春日部大増 中 さい大砂土 中 東松山東 中 所沢 中 ふじみ野大井 中 川口上青木 中 越谷南 中 さいたま木崎 中 草加瀬崎 中
400m 安藤　舞佳 中3 田嶋　玲奈 中3 中村　天音 中3 髙井麻里衣 中1 伊藤　花夏 中2 相川　琴音 中2 佐久間亜未 中3 荻原　　唯 中3 高瀬　　陽 中3 豊田　安純 中3
決勝 富岡　瑠々 中2 谷口　紗英 中3 角野　久桐 中1 野澤　優意 中1 長谷川梨々子 中2 武田　眞咲 中1 筏井　香乃 中2 佐藤　未桜 中3 中野　香澄 中1 伊藤　稀花 中1

長谷川怜音 中3 谷口　莉望 中1 高橋　　慧 中3 林　　結月 中3 中村　　瞳 中2 黛　　佑夏 中2 島田　芽苑 中2 小林愛玲南 中3 亀井　涼子 中1 丸山　梨華 中2
佐瀬　早紀 中2 成田　志穂 中1 古井丸日菜 中2 髙井美莉衣 中3 長谷部麻衣 中1 向江　千夏 中1 松本　莉咲 中3 保科　優希 中3 藤田美華湖 中3 岩﨑　　蘭 中3

4:06.17 Fin. 4:07.01 Fin. 4:08.39 Fin. 4:09.82 Fin. 4:09.86 Fin. 4:10.38 Fin. 4:10.56 Fin. 4:11.17 Fin. 4:12.74 Fin. 4:13.74 Fin.

 1:01.13 1st. 58.14 1st. 59.79 1st.  1:02.74 1st.  1:02.08 1st.  1:00.27 1st.  1:00.74 1st.  1:00.56 1st. 59.67 1st.  1:04.52 1st.

メドレーリレー 熊谷富士見 中 さい大砂土 中 東松山東 中 さいたま宮原 中 春日部 中 熊谷妻沼東 中 川口十二月田 中 春日部大増 中 さいたま木崎 中 三郷早稲田 中
400m 中山　美彩 中3 古井丸日菜 中2 髙井麻里衣 中1 岡　くるみ 中1 岡田　琉花 中1 石井　　翠 中3 関根　万紘 中2 谷口　紗英 中3 高瀬　　陽 中3 酒井　　愛 中3
決勝 加藤　玲奈 中3 角野　久桐 中1 西岡　茉優 中1 菅　美奈実 中1 三浦　理音 中3 大熊　里奈 中3 山本　彩未 中3 谷口　莉望 中1 田邉　茜音 中3 強矢　千晴 中2

吉原　怜奈 中2 中村　天音 中3 林　　結月 中3 小野寺春佳 中3 北村　凜奈 中2 蓮原　愛実 中1 小松﨑まひろ 中2 田嶋　玲奈 中3 藤田美華湖 中3 井上　結葉 中1
栗島優都紀 中3 高橋　　慧 中3 髙井美莉衣 中3 後藤　詩織 中3 岡田　陽奈 中3 小松　琴美 中1 長田　笑実 中1 成田　志穂 中1 亀井　涼子 中1 高嶋　柚羽 中3

4:30.40 Fin. 4:33.73 Fin. 4:36.04 Fin. 4:37.58 Fin. 4:38.48 Fin. 4:38.71 Fin. 4:39.47 Fin. 4:41.75 Fin. 4:41.96 Fin. 4:47.70 Fin.

 1:09.67 1st.  1:08.56 1st.  1:10.88 1st.  1:11.02 1st.  1:11.82 1st.  1:09.24 1st.  1:09.03 1st.  1:11.13 1st.  1:06.73 1st.  1:11.92 1st.

春日部大増 中 さいたま大砂土 中 熊谷富士見 中 ふじみ野大井 中 東松山東 中 春日部 中 北本 中 さいたま宮原 中 久喜鷲宮東 中 同6チーム

点 16 点点 19 点 18 点 1821総合 43 点 40 点 36 点 29 点 27 点

6位 7位 8位 9位 10位1位 2位 3位 4位 5位


