
自由形 山本　葉月 中2 上原みなみ 中2 本田　遥香 中1 今井　理央 中2 斉藤　　碧 中1 網代　優和 中2 野原麻里菜 中1 神尾　明里 中2 関　　優奈 中1 植村　都琴 中1

50m 上尾大石 和光大和 蓮田 鶴ヶ島富士見 蕨第一 狭山入間川 坂戸桜 鴻巣赤見台 さいたま春野 戸田

タイム決勝 26.80 27.04 27.57 28.03 28.03 (同4位) 28.20 28.26 28.26 (同7位) 28.66 28.87

自由形 上原みなみ 中2 神尾　明里 中2 本田　遥香 中1 今井　理央 中2 伊東　桃子 中2 丸山　梨華 中2 髙桑　美咲 中2 斉藤　　碧 中1 臼田ゆらら 中1 野原麻里菜 中1

100m 和光大和 鴻巣赤見台 蓮田 鶴ヶ島富士見 鶴ヶ島 草加瀬崎 春日部武里 蕨第一 川口戸塚 坂戸桜

タイム決勝 59.20 59.50 59.60 59.62 59.84 1:00.51 1:00.54 1:00.86 1:01.16 1:01.61

背泳ぎ 関根　万紘 中2 遠藤　優奈 中2 鈴木　沙和 中3 佐々木　紬 中1 公地　陽海 中1 竹林　紗良 中1 滝口　はな 中2 高橋　七海 中1 茂串優佳里 中2 田中　紗織 中2

50m 川口十二月田 さい東浦和 上尾上平 戸田新曽 坂戸若宮 白岡篠津 和光第三 八潮八幡 春日部共栄 和光大和

タイム決勝 30.57 30.68 30.85 32.09 32.69 32.87 33.23 33.33 33.56 34.13

背泳ぎ 宮下ももこ 中3 鈴木　沙和 中3 遠藤　優奈 中2 関根　万紘 中2 浅見　麻乃 中1 森山　鈴香 中2 丸山　梨華 中2 公地　陽海 中1 岡田　琉花 中1 高橋　七海 中1

100m 坂戸若宮 上尾上平 さい東浦和 川口十二月田 越谷東 越谷北陽 草加瀬崎 坂戸若宮 春日部 八潮八幡

タイム決勝 1:03.64 1:04.97 1:06.81 1:07.03 1:07.76 1:08.92 1:09.01 1:09.56 1:10.45 1:11.02

平泳ぎ 片岡あゆな 中1 飯田那夏波 中2 須合さゆり 中1 木暮あかり 中1 公地　七海 中1 山本　優菜 中1 渡会　もも 中2 粕谷　悠衣 中2 斉藤　幸乃 中2 松村瑠美花 中3

50m さい第二東 川口北 三郷早稲田 春日部武里 坂戸若宮 朝霞第一 春日部武里 春日部 さいたま木崎 埼玉栄

タイム決勝 34.12 34.57 35.34 35.95 36.04 36.36 36.49 37.33 37.80 37.90

平泳ぎ 三浦　理音 中3 片岡あゆな 中1 飯田那夏波 中2 須合さゆり 中1 宗形　風花 中1 公地　七海 中1 若井亜由梨 中1 山本　優菜 中1 木暮あかり 中1 松村瑠美花 中3

100m 春日部 さい第二東 川口北 三郷早稲田 さいたま植竹 坂戸若宮 川口安行東 朝霞第一 春日部武里 埼玉栄

タイム決勝 1:13.99 1:15.12 1:15.98 1:16.20 1:16.73 1:18.01 1:18.40 1:18.49 1:19.19 1:20.42

バタフライ 髙桑　美咲 中2 網代　優和 中2 齋藤　千瑛 中2 黒木　玲奈 中1 坪　　桃子 中1 井手実乃里 中2 北村　凜奈 中2 松倉　春奈 中1 伊藤　稀花 中1 湖城　梨香 中2

50m 春日部武里 狭山入間川 所沢小手指 さいたま大原 三郷早稲田 上尾西 春日部 さいたま田島 草加瀬崎 朝霞第五

タイム決勝 30.36 30.52 30.58 30.74 30.78 30.81 30.89 30.92 31.21 31.26

バタフライ 北村　凜奈 中2 高野　真帆 中1 島田　　奏 中2 齋藤　千瑛 中2 松倉　春奈 中1 坪　　桃子 中1 臼田ゆらら 中1 植村　都琴 中1 井手実乃里 中2 高橋　　環 中2

100m 春日部 春日部 春日部共栄 所沢小手指 さいたま田島 三郷早稲田 川口戸塚 戸田 上尾西 さいたま土呂

タイム決勝 1:05.51 1:07.33 1:08.16 1:08.22 1:08.27 1:08.45 1:08.73 1:09.22 1:09.36 1:09.88

個人メドレー 宮下ももこ 中3 三浦　理音 中3 伊東　桃子 中2 島田　　奏 中2 宗形　風花 中1 田中　結唯 中2 相馬さくら 中1 板倉さくら 中1 山本　二葉 中1 森　　景子 中2

100m 坂戸若宮 春日部 鶴ヶ島 春日部共栄 さいたま植竹 川越西 蓮田 さいたま内谷 三郷早稲田 さいたま内谷

タイム決勝 1:04.79 1:06.08 1:09.11 1:09.49 1:10.23 1:11.80 1:13.02 1:13.60 1:13.63 1:13.76

6位 7位 8位 9位 10位

平成28年度 第1回埼玉県中学生春季水泳大会 平成29年3月19日 会場　(学)立教学院 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



6位 7位 8位 9位 10位

平成28年度 第1回埼玉県中学生春季水泳大会 平成29年3月19日 会場　(学)立教学院 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
リレー 草加瀬崎 中 坂戸若宮 中 さいたま田島 中 春日部 中 さいたま木崎 中 春日部共栄 中 春日部武里 中 さいたま常盤 中 上尾大石 中 三郷早稲田 中

200m 神庭　　愛 中2 宮下ももこ 中3 野口　瑛美 中2 岡田　琉花 中1 中野　香澄 中1 山口　華梨 中2 渡会　もも 中2 林　　佳乃 中2 山本　葉月 中2 尾形　真唯 中1

タイム決勝 伊藤　稀花 中1 公地　七海 中1 石山　小蒔 中1 粕谷　悠衣 中2 斉藤　幸乃 中2 島田　　奏 中2 小酒　彩可 中2 酒井　景奈 中2 大室　　葵 中2 山本　二葉 中1

関口かなみ 中2 公地　陽海 中1 細矢　愛美 中1 北村　凜奈 中2 橋本　美里 中2 中原　遥香 中2 関　　千晴 中2 浅野　綾香 中2 北田　芽生 中1 須合さゆり 中1

丸山　梨華 中2 萩原　歩香 中3 松倉　春奈 中1 渡辺　莉来 中2 三浦　夕依 中1 茂串優佳里 中2 髙桑　美咲 中2 名田　晴野 中2 須賀　　雅 中2 坪　　桃子 中1

1:53.87 Fin. 1:55.72 Fin. 1:56.45 Fin. 1:58.62 Fin. 1:58.74 Fin. 1:59.11 Fin. 1:59.98 Fin. 2:01.32 Fin. 2:01.79 Fin. 2:03.15 Fin.

29.31 1st. 28.01 1st. 29.47 1st. 30.23 1st. 28.94 1st. 29.18 1st. 29.67 1st. 29.83 1st. 26.81 1st. 32.03 1st.

メドレーリレー 坂戸若宮 中 春日部 中 草加瀬崎 中 春日部武里 中 春日部共栄 中 三郷早稲田 中 さいたま木崎 中 さいたま田島 中 さいたま内谷 中 戸田新曽 中

200m 萩原　怜香 中1 岡田　琉花 中1 丸山　梨華 中2 小酒　彩可 中2 茂串優佳里 中2 山本　二葉 中1 三浦　夕依 中1 石山　小蒔 中1 芝本　奈央 中2 佐々木　紬 中1

タイム決勝 公地　七海 中1 粕谷　悠衣 中2 伊藤　稀花 中1 渡会　もも 中2 島田　　奏 中2 須合さゆり 中1 斉藤　幸乃 中2 野口　瑛美 中2 森　　景子 中2 大峽ゆうか 中2

宮下ももこ 中3 北村　凜奈 中2 神庭　　愛 中2 関　　千晴 中2 中原　遥香 中2 坪　　桃子 中1 中野　香澄 中1 松倉　春奈 中1 白石　彩乃 中1 忽那　知美 中1

萩原　歩香 中3 渡辺　莉来 中2 関口かなみ 中2 髙桑　美咲 中2 山口　華梨 中2 尾形　真唯 中1 橋本　美里 中2 細矢　愛美 中1 板倉さくら 中1 手坂　心乃 中2

2:08.35 Fin. 2:08.67 Fin. 2:10.11 Fin. 2:10.23 Fin. 2:12.17 Fin. 2:13.03 Fin. 2:13.78 Fin. 2:16.18 Fin. 2:17.16 Fin. 2:18.78 Fin.

33.90 1st. 33.17 1st. 31.80 1st. 34.24 1st. 33.97 1st. 35.77 1st. 34.73 1st. 36.77 1st. 38.66 1st. 32.27 1st.

混合 春日部 中 草加瀬崎 中 川口十二月田 中 さいたま木崎 中 春日部共栄 中 鴻巣赤見台 中 上尾大石 中 さいたま土呂 中 さいたま内谷 中 上尾上平 中
メドレーリレー 岩城　優太 中2 丸山　梨華 中2 関根　万紘 中2 小川　　凜 中2 島田　　奏 中2 松﨑　　圭 中2 大瀧　陸斗 中2 川合　　澪 中1 板倉さくら 中1 清藤　快人 中2
200m 中間　祐介 中2 大塚　玲音 中2 増山　和輝 中3 斉藤　幸乃 中2 小出　基平 中2 坂内皓太朗 中2 棚岡　祐太 中2 日吉　将輝 中2 森　　景子 中2 鈴木　沙和 中3
タイム決勝 北村　凜奈 中2 高橋　和真 中2 鈴木　湧翔 中3 五十嵐　滉 中1 中原　遥香 中2 神尾　明里 中2 大室　　葵 中2 高橋　　環 中2 梅田　航希 中1 加藤　夏生 中3

三浦　理音 中3 伊藤　稀花 中1 勝村　美咲 中2 三浦　夕依 中1 吉戸　星七 中2 榊原　宏稀 中1 山本　葉月 中2 江口　　昇 中2 佐藤　寿真 中2 二瓶　快斗 中3
 1:58.34 Fin.  1:59.86 Fin.  2:02.29 Fin.  2:03.12 Fin.  2:03.93 Fin.  2:07.55 Fin.  2:08.31 Fin.  2:08.57 Fin.  2:09.50 Fin.  2:09.57 Fin.

30.02 1st. 31.88 1st. 30.64 1st. 28.33 1st. 32.78 1st. 34.73 1st. 33.78 1st. 35.41 1st. 34.99 1st. 33.43 1st.


