
自由形 齋藤　　碧 中2 柴田　菜摘 中1 石山　小蒔 中2 神谷　茉那 中1 野原麻里菜 中2 佐々木　紬 中2 臼田ゆらら 中2 細矢　愛美 中2 黒木　玲奈 中2 関　　優奈 中2

50m 蕨第一 さいたま田島 さいたま田島 三郷早稲田 坂戸桜 戸田新曽 川口戸塚 さいたま田島 さいたま大原 さいたま春野

タイム決勝 27.25 27.64 27.72 27.78 27.90 28.00 28.40 28.49 28.53 28.58

自由形 石山　小蒔 中2 神谷　茉那 中1 齋藤　　碧 中2 野原麻里菜 中2 植村　都琴 中2 臼田　伊織 中3 臼田ゆらら 中2 板倉さくら 中2 関　　優奈 中2 國分　莉子 中2

100m さいたま田島 三郷早稲田 蕨第一 坂戸桜 戸田 春日部共栄 川口戸塚 さいたま内谷 さいたま春野 川口東

タイム決勝 59.13 (大会新) 59.24 1:00.27 1:00.33 1:00.66 1:00.99 1:01.03 1:01.14 1:01.83 1:01.91

背泳ぎ 柴田　菜摘 中1 井上　結葉 中2 関根　万紘 中3 植村　仁胡 中1 浅見　麻乃 中2 石﨑　珠羽 中1 岡　くるみ 中2 公地　陽海 中2 遠藤　遥奈 中1 石橋　彩愛 中2

50m さいたま田島 三郷早稲田 川口十二月田 春日部武里 越谷東 毛呂山 さいたま宮原 坂戸若宮 さい東浦和 さいたま常盤

タイム決勝 30.09 (大会新) 30.27 (大会新) 31.17 31.22 31.23 31.84 32.88 32.92 32.99 33.25

背泳ぎ 井上　結葉 中2 佐々木　紬 中2 浅見　麻乃 中2 石﨑　珠羽 中1 関根　万紘 中3 岡　くるみ 中2 遠藤　遥奈 中1 島田　　奏 中3 公地　陽海 中2 植村　仁胡 中1

100m 三郷早稲田 戸田新曽 越谷東 毛呂山 川口十二月田 さいたま宮原 さい東浦和 春日部共栄 坂戸若宮 春日部武里

タイム決勝 1:04.24 1:05.63 1:06.59 1:06.99 1:08.36 1:08.60 1:08.78 1:09.33 1:09.44 1:09.53

平泳ぎ 島村さくら 中1 木暮あかり 中2 片岡あゆな 中2 山本　優菜 中2 公地　七海 中2 須合さゆり 中2 山﨑みのり 中1 髙澤　すず 中1 飯田那夏波 中3 伊藤　里紗 中1

50m さいたま大原 春日部武里 さい第二東 朝霞第一 坂戸若宮 三郷早稲田 三郷瑞穂 蓮田 川口北 さい第二東

タイム決勝 34.16 34.26 34.41 35.00 35.23 35.88 36.36 36.67 37.06 37.52

平泳ぎ 宗形　風花 中2 片岡あゆな 中2 公地　七海 中2 木暮あかり 中2 島村さくら 中1 若井亜由梨 中2 山本　優菜 中2 須合さゆり 中2 髙澤　すず 中1 廣谷真結子 中2

100m さいたま植竹 さい第二東 坂戸若宮 春日部武里 さいたま大原 川口安行東 朝霞第一 三郷早稲田 蓮田 八潮大原

タイム決勝 1:13.16 (大会新) 1:13.39 (大会新) 1:14.83 1:15.30 1:15.69 1:16.53 1:16.59 1:18.45 1:20.20 1:22.38

バタフライ 本田　遥香 中2 細矢　愛美 中2 中島　藍香 中2 菅谷　真滉 中1 高野　真帆 中2 米田　千歩 中2 北村　凜奈 中3 伊藤　稀花 中2 渡辺　莉来 中3 齋藤　千瑛 中3

50m 蓮田 さいたま田島 さいたま尾間木 川口神根 春日部 所沢安松 春日部 草加瀬崎 春日部 所沢小手指

タイム決勝 28.34 (大会新) 29.57 (大会新) 29.75 (大会新) 29.87 (大会新) 29.98 (大会新) 30.10 (大会新) 30.19 (大会新) 30.42 30.43 30.45

バタフライ 北村　凜奈 中3 小林　優菜 中2 佐藤さくら 中1 高野　真帆 中2 中島　藍香 中2 坪　　桃子 中2 植田　彩巴 中1 國分　莉子 中2 臼田　伊織 中3 原　　和奏 中1

100m 春日部 八潮大原 桶川東 春日部 さいたま尾間木 三郷早稲田 川口安行 川口東 春日部共栄 春日部共栄

タイム決勝 1:05.87 1:05.93 1:05.95 1:05.96 1:06.33 1:06.42 1:07.13 1:07.17 1:07.20 1:07.37

個人メドレー 宗形　風花 中2 森岡　侑杏 中1 菅谷　真滉 中1 島田　　奏 中3 小林　優菜 中2 佐藤さくら 中1 岡田　琉花 中2 相馬さくら 中2 植田　彩巴 中1 長田　笑実 中2

100m さいたま植竹 深谷藤沢 川口神根 春日部共栄 八潮大原 桶川東 春日部 蓮田 川口安行 川口十二月田

タイム決勝 1:07.11 1:07.78 1:09.40 1:09.53 1:09.60 1:09.62 1:09.83 1:10.65 1:10.87 1:12.62
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平成29年度 第2回埼玉県中学生春季水泳大会 平成30年3月18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 さいたま田島 中 三郷早稲田 中 春日部武里 中 春日部 中 春日部共栄 中 蓮田 中 坂戸若宮 中 毛呂山 中 草加瀬崎 中 さいたま内谷 中

200m 柴田　菜摘 中1 神谷　茉那 中1 石井　　翠 中1 北村　凜奈 中3 臼田　伊織 中3 本田　遥香 中2 公地　七海 中2 中庭　華絵 中1 成毛　羅睦 中2 白石　彩乃 中2

タイム決勝 細矢　愛美 中2 山本　二葉 中2 富井　彩香 中2 粕谷　悠衣 中3 原　　和奏 中1 相馬さくら 中2 町田　冬歌 中1 石﨑　珠羽 中1 高津みのり 中2 伊藤　菜央 中1

星野　真美 中1 坪　　桃子 中2 植村　仁胡 中1 高野　真帆 中2 島田　　奏 中3 髙澤　すず 中1 中島　優芽 中1 厚目帆乃子 中3 石井　　栞 中2 井出理咲子 中2

石山　小蒔 中2 井上　結葉 中2 木暮あかり 中2 渡辺　莉来 中3 柏木　胡桃 中2 長川　玲花 中2 萩原　怜香 中2 中村帆乃香 中1 伊藤　稀花 中2 板倉さくら 中2

1:53.12 (大会新) 1:55.62 Fin. 1:57.71 Fin. 1:57.81 Fin. 1:58.63 Fin. 1:59.45 Fin. 2:00.12 Fin. 2:01.55 Fin. 2:01.64 Fin. 2:01.77 Fin.

27.62 1st. 28.08 1st. 29.89 1st. 29.07 1st. 28.38 1st. 27.52 1st. 28.46 1st. 29.55 1st. 31.38 1st. 29.27 1st.

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

200m 井上　結葉 中2 柴田　菜摘 中1 植村　仁胡 中1 相馬さくら 中2 公地　陽海 中2 岡田　琉花 中2 佐々木　紬 中2 石﨑　珠羽 中1 島田　　奏 中3 高津みのり 中2

タイム決勝 須合さゆり 中2 星野　真美 中1 木暮あかり 中2 髙澤　すず 中1 公地　七海 中2 粕谷　悠衣 中3 星　なつき 中1 中庭　華絵 中1 原　　和奏 中1 伊藤　稀花 中2

坪　　桃子 中2 細矢　愛美 中2 石井　　翠 中1 本田　遥香 中2 町田　冬歌 中1 北村　凜奈 中3 本間　美紀 中2 厚目帆乃子 中3 臼田　伊織 中3 丸山　美杏 中1

神谷　茉那 中1 石山　小蒔 中2 富井　彩香 中2 長川　玲花 中2 萩原　怜香 中2 渡辺　莉来 中3 忽那　知美 中2 中村帆乃香 中1 山本　青空 中1 石井　　栞 中2

2:02.16 (大会新) 2:04.00 (大会新) 2:08.36 Fin. 2:09.78 Fin. 2:10.81 Fin. 2:10.89 Fin. 2:11.20 Fin. 2:13.09 Fin. 2:13.11 Fin. 2:15.96 Fin.

29.97 (大会新) 30.28 (大会新) 30.83 1st. 32.84 1st. 33.9 1st. 32.94 1st. 31.63 1st. 31.5 1st. 33.66 1st. 32.95 1st.

混合 三郷早稲田 中 さいたま田島 中 さいたま常盤 中 伊奈小針 中 春日部共栄 中 さい大谷口 中 さいたま木崎 中 草加瀬崎 中 朝霞第一 中 上尾大石 中
メドレーリレー 井上　結葉 中2 工藤　大夢 中2 石橋　彩愛 中2 佐藤　　茜 中2 島田　　奏 中3 野口　将孝 中1 五十嵐　滉 中2 高津みのり 中2 岩中　夏央 中2 岡田　姫依 中1
200m 鈴木　秀翔 中2 白石　快斗 中1 赤堀　悠翔 中2 川口　　開 中1 小出　青空 中1 野口　瑛広 中3 國岡　千夏 中1 原　　慶優 中2 山本　優菜 中2 坂巻　和真 中1
タイム決勝 坪　　桃子 中2 細矢　愛美 中2 田邊　　凜 中1 野村　真由 中2 原　　和奏 中1 大野　由藍 中1 中野　香澄 中2 奥山　修羽 中1 杉澤　祐哉 中2 根本　雄斗 中2

船生　翔太 中2 柴田　菜摘 中1 林　駿之介 中1 二宮　多聞 中1 小出　基平 中3 大野　瑞葉 中3 森岡　楓音 中1 伊藤　稀花 中2 酒巻　愛花 中1 北田　芽生 中2
 1:55.31 (大会新)  1:59.58 Fin.  2:01.40 Fin.  2:01.95 Fin.  2:02.07 Fin.  2:03.85 Fin.  2:04.20 Fin.  2:06.30 Fin.  2:06.89 Fin.  2:08.56 Fin.

29.91 1st. 28.26 1st. 32.87 1st. 33.25 1st. 33.4 1st. 32.57 1st. 28.35 1st. 32.7 1st. 32.66 1st. 35.99 1st.


