
令和４年度　第６３回新潟市中学校新人大会水泳競技       男子成績一覧表 

2022/09/28 ～ 2022/09/28

会場  新潟市西海岸公園市営プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 長谷川将大 中1 石附　昇久 中1 帆苅　　優 中2 大坊　海吏 中1 瀧澤慶次郎 中2 長谷川　悠 中2

50m 新津第一 宮浦 新津第一 黒埼 光晴 白根北

タイム決勝 26.30 26.47 27.10 27.11 27.33 27.48

自由形 清水　優希 中2 長谷川将大 中1 遠田　陽也 中2 瀧澤慶次郎 中2 若井　颯人 中1 石山　大地 中1

100m 亀田 新津第一 上山 光晴 小針 大江山

タイム決勝 54.86 56.95 58.81 1:00.31 1:00.49 1:00.84

自由形 吉澤　怜央 中2 帆苅　　優 中2 長谷川　悠 中2 楠　　湧生 中2 内藤　煌希 中1 渡部　新太 中1

200m 亀田 新津第一 白根北 味方 白根北 木戸

タイム決勝 2:04.41 2:10.50 2:12.63 2:13.05 2:14.47 2:24.55

自由形 吉澤　怜央 中2 服村健太郎 中1 五十嵐賢吾 中2 楠　　湧生 中2 小俣　優大 中1 岡　　優日 中1

400m 亀田 高志中等 亀田西 味方 藤見 小新

タイム決勝 4:18.61 4:20.03 4:26.26 4:38.45 4:38.86 4:41.22

自由形 吉澤　怜央 中2 岡　　優日 中1 西山　千萱 中1

1500m 亀田 小新 亀田西

タイム決勝 17:38.40 Fin. 18:51.37 Fin. 20:01.18 Fin.

 9:14.39 800 10:00.30 800 10:36.75 800

背泳ぎ 石附　昇久 中1 宮坂　志龍 中1 髙張　瑠泉 中2 渡邊小太郎 中1 五十嵐　崚 中1 外川　悠太 中2

50m 宮浦 黒埼 味方 上山 新津第二 味方

タイム決勝 29.15 32.96 33.67 34.03 34.11 36.58

背泳ぎ 石附　昇久 中1 丹羽　陽大 中2 楠　　湧生 中2 牧野　真裕 中1 宮坂　志龍 中1 渡邊小太郎 中1

100m 宮浦 関屋 味方 石山 黒埼 上山

タイム決勝 1:01.65 1:09.14 1:10.36 1:11.50 1:11.87 1:13.48

背泳ぎ 近藤　　蒼 中2 髙張　瑠泉 中2 五十嵐　崚 中1

200m 高志中等 味方 新津第二

タイム決勝 2:32.18 2:38.81 2:39.19

平泳ぎ 今泉　悠成 中2 瀬野　光大 中2 楠　清志郎 中1 外川　悠太 中2 船岡真裟斗 中1 永森　　蓮 中1

50m 新津第二 白根北 味方 味方 白根第一 坂井輪

タイム決勝 32.30 37.04 38.56 40.41 42.01 42.28
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令和４年度　第６３回新潟市中学校新人大会水泳競技       男子成績一覧表 

2022/09/28 ～ 2022/09/28

会場  新潟市西海岸公園市営プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

平泳ぎ 清水　優希 中2 今泉　悠成 中2 前田　悠希 中2 渡部　新太 中1 石山　大地 中1 楠　清志郎 中1

100m 亀田 新津第二 藤見 木戸 大江山 味方

タイム決勝 1:07.61 1:07.92 1:18.23 1:19.32 1:19.48 1:20.99

平泳ぎ 今泉　悠成 中2 渡部　新太 中1 楠　清志郎 中1 瀬野　光大 中2 田村　　澪 中2 山田　　匠 中2

200m 新津第二 木戸 味方 白根北 白根第一 東石山

タイム決勝 2:24.09 2:51.96 2:54.76 3:00.66 3:08.54 3:08.77

バタフライ 遠田　陽也 中2 小俣　航大 中1 長谷川将大 中1 岡　　優日 中1 伊藤　　亮 中1 高橋　丸斗 中1

50m 上山 藤見 新津第一 小新 上山 白新

タイム決勝 27.75 29.58 29.65 30.91 33.20 33.54

バタフライ 清水　優希 中2 服村健太郎 中1 五十嵐賢吾 中2 大坊　海吏 中1 小俣　優大 中1 長谷川　悠 中2

100m 亀田 高志中等 亀田西 黒埼 藤見 白根北

タイム決勝 1:00.79 1:01.13 1:02.15 1:05.40 1:06.27 1:06.79

バタフライ 服村健太郎 中1 齋藤　　輯 中1 小俣　航大 中1 西山　千萱 中1

200m 高志中等 亀田 藤見 亀田西

タイム決勝 2:26.12 2:34.15 2:34.17 2:44.06

個人メドレー 遠田　陽也 中2 丹羽　陽大 中2 近藤　　蒼 中2 前田　悠希 中2 牧野　真裕 中1 若井　颯人 中1

200m 上山 関屋 高志中等 藤見 石山 小針

タイム決勝 2:21.72 2:22.26 2:26.25 2:27.04 2:27.05 2:31.61

個人メドレー 丹羽　陽大 中2 牧野　真裕 中1

400m 関屋 石山

タイム決勝 5:07.80 5:11.93

リレー 藤見 中 宮浦 中

400m 前田　悠希 中2 石附　昇久 中1

タイム決勝 小俣　優大 中1 望月　翔太 中2

小俣　航大 中1 木村　拓磨 中2

岩﨑　　晴 中2 佐藤　大悟 中2

4:13.62 Fin. 5:06.56 Fin.

 1:02.16 1st.    58.97 1st.
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令和４年度　第６３回新潟市中学校新人大会水泳競技       男子成績一覧表 

2022/09/28 ～ 2022/09/28

会場  新潟市西海岸公園市営プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

メドレーリレー 藤見 中 宮浦 中

400m 小俣　優大 中1 石附　昇久 中1

タイム決勝 前田　悠希 中2 望月　翔太 中2

小俣　航大 中1 木村　拓磨 中2

岩﨑　　晴 中2 佐藤　大悟 中2

4:44.09 Fin. 5:41.31 Fin.

 1:08.99 1st.  1:01.61 1st.
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令和４年度　第６３回新潟市中学校新人大会水泳競技       女子成績一覧表 

2022/09/28 ～ 2022/09/28

会場  新潟市西海岸公園市営プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 神田　行空 中2 一箭　奏花 中2 佐藤　花帆 中1 坂爪　　華 中1 源川　絢香 中2 高橋　花穂 中1

50m 新津第二 新潟第一 藤見 東石山 内野 新津第二

タイム決勝 26.82 27.56 28.25 28.40 28.60 29.23

(大会新)

自由形 坂爪　　華 中1 源川　絢香 中2 高橋　花穂 中1 小嶋　寿々 中1 矢部結衣香 中2 渡部　蒼羽 中1

100m 東石山 内野 新津第二 大形 両川 新津第二

タイム決勝 1:00.15 1:02.44 1:02.48 1:03.50 1:03.51 1:04.00

自由形 坂爪　　華 中1 佐藤　花帆 中1 橋本　志保 中1 高橋　花穂 中1 矢部結衣香 中2 阿部　心咲 中1

200m 東石山 藤見 木戸 新津第二 両川 藤見

タイム決勝 2:11.19 2:11.70 2:12.22 2:19.21 2:19.79 2:21.68

自由形 藤崎　　灯 中2 阿部　心咲 中1 布川　　桃 中1 湯淺　志月 中1 石井　夢芽 中2

400m 新潟柳都 藤見 小針 東石山 横越

タイム決勝 4:42.03 4:54.87 4:58.66 5:10.00 5:10.23

自由形 藤崎　　灯 中2 針貝　沙良 中1 登坂　　文 中2 阿部　心咲 中1 布川　　桃 中1 石井　夢芽 中2

800m 新潟柳都 白南 藤見 藤見 小針 横越

タイム決勝 9:33.32 9:49.43 9:49.76 10:05.66 10:07.69 10:36.80

背泳ぎ 神田　行空 中2 坂口　莉子 中1 熊谷あいり 中1 齋藤　絆心 中1 三富そよか 中1

50m 新津第二 藤見 横越 新津第二 内野

タイム決勝 29.80 32.91 34.20 34.23 37.33

(大会新)

背泳ぎ 坂口　莉子 中1 磯辺　侑里 中2 佐藤　花帆 中1 田中　柑奈 中1 齋藤　絆心 中1 細川　結生 中2

100m 藤見 葛塚 藤見 新潟第一 新津第二 新津第二

タイム決勝 1:09.06 1:09.81 1:11.11 1:15.17 1:16.96 1:17.10

背泳ぎ 磯辺　侑里 中2 坂口　莉子 中1

200m 葛塚 藤見

タイム決勝 2:29.20 2:38.72

平泳ぎ 佐藤　朝日 中1 安江　美桜 中1 大坂　舞桜 中2 橋本　綾乃 中1

50m 藤見 上山 上山 鳥屋野

タイム決勝 35.59 37.88 44.54 54.66

平泳ぎ 神田　倫来 中1 佐藤　朝日 中1 安江　美桜 中1 登坂　　文 中2 丸山　桃菜 中2 堀　　藤子 中1

100m 木戸 藤見 上山 藤見 坂井輪 高志中等

タイム決勝 1:14.68 1:16.83 1:21.71 1:21.96 1:21.98 1:30.20
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令和４年度　第６３回新潟市中学校新人大会水泳競技       女子成績一覧表 

2022/09/28 ～ 2022/09/28

会場  新潟市西海岸公園市営プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

平泳ぎ 神田　倫来 中1 佐藤　朝日 中1 安江　美桜 中1 丸山　桃菜 中2 大坂　舞桜 中2 渋井　悠里 中1

200m 木戸 藤見 上山 坂井輪 上山 白根北

タイム決勝 2:43.09 2:45.82 2:53.17 2:55.05 3:22.71 3:38.43

バタフライ 村山　燈和 中2 小嶋　寿々 中1 木竜　　唯 中2 一箭　奏花 中2 渡部　蒼羽 中1 布川　　桃 中1

50m 坂井輪 大形 内野 新潟第一 新津第二 小針

タイム決勝 29.83 29.88 30.36 30.56 30.87 32.64

バタフライ 橋本　志保 中1 小嶋　寿々 中1 村山　燈和 中2 一箭　奏花 中2 木竜　　唯 中2 渡部　蒼羽 中1

100m 木戸 大形 坂井輪 新潟第一 内野 新津第二

タイム決勝 1:04.32 1:05.92 1:06.23 1:07.03 1:07.19 1:09.19

バタフライ 村山　燈和 中2 片山　里菜 中2 湯淺　志月 中1 寺田　百花 中1

200m 坂井輪 鳥屋野 東石山 東石山

タイム決勝 2:30.29 2:36.92 2:57.91 3:09.21

個人メドレー 橋本　志保 中1 政藤　愛花 中2 神田　行空 中2 神田　倫来 中1 登坂　　文 中2 熊谷あいり 中1

200m 木戸 赤塚 新津第二 木戸 藤見 横越

タイム決勝 2:25.48 2:30.77 2:32.07 2:33.43 2:36.23 2:38.42

個人メドレー 針貝　沙良 中1 政藤　愛花 中2 田中　柑奈 中1 寺田　百花 中1

400m 白南 赤塚 新潟第一 東石山

タイム決勝 5:13.97 5:15.40 5:39.22 6:12.53

リレー 新津第二 中 藤見 中 内野 中

400m 神田　行空 中2 佐藤　花帆 中1 源川　絢香 中2

タイム決勝 高橋　花穂 中1 阿部　心咲 中1 木竜　　唯 中2

齋藤　絆心 中1 坂口　莉子 中1 児玉　日葵 中2

渡部　蒼羽 中1 登坂　　文 中2 三富そよか 中1

4:10.29 Fin. 4:15.06 Fin. 4:43.76 Fin.

   58.57 1st.  1:00.82 1st.  1:06.42 1st.
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令和４年度　第６３回新潟市中学校新人大会水泳競技       女子成績一覧表 

2022/09/28 ～ 2022/09/28

会場  新潟市西海岸公園市営プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

メドレーリレー 藤見 中 新津第二 中 内野 中

400m 坂口　莉子 中1 神田　行空 中2 三富そよか 中1

タイム決勝 佐藤　朝日 中1 高橋　花穂 中1 木竜　　唯 中2

佐藤　花帆 中1 渡部　蒼羽 中1 源川　絢香 中2

登坂　　文 中2 齋藤　絆心 中1 児玉　日葵 中2

4:35.98 Fin. 4:43.77 Fin. 5:18.83 Fin.

(大会新)

 1:10.15 1st.  1:03.19 1st.  1:23.08 1st.

(大会新) 1st.
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