
第３５回北信越中学校水泳競技大会（男子） 平成２６年８月６日　長岡市ダイエープロビスフェニックスプール

   1位 1位 2位 2位 3位 3位 4位 4位 5位 5位 6位 6位 7位 7位 8位 8位

自由形 西沢　優作 中3 棚橋　　希 中3 中村　　翼 中3 中野　大輝 中3 西海知龍成 中3 小林　栄裕 中3 帯川　隼輔 中3 丸林　　穣 中3

50m 戸倉上山田 東石山 駒ヶ根東 田上 燕 高志中等 高綱 富大附属

タイム決勝 24.92 25.31 25.34 25.50 25.62 25.78 25.93 26.10

(大会新)

自由形 石崎　慶祐 中2 西沢　優作 中3 古屋　純希 中3 中村　　翼 中3 濱手　太秀 中3 西海知龍成 中3 斉藤　大介 中2 丸本　大空 中3

100m 新津第一 戸倉上山田 羽咋 駒ヶ根東 大飯 燕 高陵 新庄

タイム決勝 54.01 54.57 55.24 55.31 56.00 56.03 56.90 56.99

自由形 石崎　慶祐 中2 松澤　幸祐 中3 古屋　純希 中3 下野　優太 中3 猪俣　李成 中3 細澤　　迅 中3 須磨　拓哉 中3 谷内　柚太 中2

200m 新津第一 伊那 羽咋 志貴野 高志中等 開成 松陵 福工大福井

タイム決勝 1:58.87 1:59.21 1:59.85 2:00.41 2:03.70 2:03.76 2:03.78 2:03.86

自由形 川本　　天 中3 藤巻　世那 中3 竹田　匠吾 中3 松村　幸哉 中1 松澤　幸祐 中3 泉　　大雅 中2 生方　芳樹 中3 谷内　柚太 中2

400m 鳴和 長岡宮内 柏崎翔洋中等 布水 伊那 額 新大附属長岡 福工大福井

タイム決勝 4:15.49 4:18.13 4:20.16 4:20.32 4:20.46 4:20.94 4:22.71 4:24.14

自由形 泉　　大雅 中2 生方　芳樹 中3 山際　大雅 中3 圓本　元矢 中3 関　　翔太 中2 竹田　匠吾 中3 若林　雅也 中2 深谷　太一 中1

1500m 額 新大附属長岡 新大附属長岡 奥田 志貴野 柏崎翔洋中等 櫻ケ岡 森本

タイム決勝 16:50.37 Fin. 17:03.55 Fin. 17:09.47 Fin. 17:19.86 Fin. 17:30.30 Fin. 17:40.31 Fin. 17:54.66 Fin. 17:54.84 Fin.

 8:56.08 800  8:59.76 800  9:10.24 800  9:10.16 800  9:14.15 800  9:13.57 800  9:24.68 800  9:28.38 800

背泳ぎ 松村　　翼 中3 村山　洸志 中3 種村　　凌 中3 米一　僚真 中3 西野　瑞輝 中2 増田　賢吾 中2 渡邊　七海 中3 中田優一郞 中1

100m 緑ヶ丘 鳥屋野 大和 奥田 万葉 春富 新津第五 富山南部

タイム決勝 1:01.80 1:01.90 1:01.97 1:02.38 1:02.59 1:03.15 1:03.55 1:04.23

背泳ぎ 種村　　凌 中3 松村　　翼 中3 西野　瑞輝 中2 渡邊　七海 中3 米一　僚真 中3 村山　洸志 中3 石坂　岳斗 中3 増田　賢吾 中2

200m 大和 緑ヶ丘 万葉 新津第五 奥田 鳥屋野 裾花 春富

タイム決勝 2:10.58 2:11.17 2:11.22 2:14.61 2:15.81 2:16.86 2:16.92 2:19.56

平泳ぎ 大井　柊平 中3 安藤　圭汰 中3 若林龍之介 中3 佐藤　　廉 中3 古川　智貴 中2 浜　　有希 中2 白﨑　悠斗 中3 佐々木祐輝 中3

100m 直江津 長岡宮内 真野 城南 城東 塩尻広陵 清水 南越

タイム決勝 1:07.21 1:08.20 1:08.43 1:08.87 1:09.18 1:09.35 1:10.01 1:10.29

平泳ぎ 若林龍之介 中3 中沢　尚大 中3 安藤　圭汰 中3 浅田　泰平 中3 佐藤　　廉 中3 緒方　嵩人 中2 松井　登寛 中3 白﨑　悠斗 中3

200m 真野 曽野木 長岡宮内 富山南部 城南 巻西 三成 清水

タイム決勝 2:25.36 2:26.93 2:27.35 2:27.61 2:27.88 2:28.35 2:29.31 2:30.10



バタフライ 髙橋　裕汰 中3 山本　　魁 中3 池端　俊哉 中3 新田見　優 中3 小林　慶人 中3 小林　栄裕 中3 小神　壱斗 中2 廣澤　仁樹 中3

100m 北陸 山代 富来 曽野木 燕 高志中等 石動 旭ヶ丘

タイム決勝 57.62 57.68 58.62 58.84 59.97 59.99 1:00.32 1:00.68

(大会新)

バタフライ 小林　慶人 中3 山本　　魁 中3 池端　俊哉 中3 新田見　優 中3 髙橋　裕汰 中3 間野　　陸 中3 岡田　修輔 中3 小神　壱斗 中2

200m 燕 山代 富来 曽野木 北陸 小千谷 穂高東 石動

タイム決勝 2:06.92 2:06.98 2:07.91 2:09.61 2:10.23 2:14.79 2:15.66 2:15.71

個人メドレー 荒井　　滉 中3 吉沢　裕貴 中3 春岡　草太 中3 石原　　聡 中2 石﨑　陽介 中1 布川　卓人 中3 丸本　大空 中3 佐藤　光輔 中2

200m 東新潟 飯田高陵 朝日 鼎 新津第五 長岡宮内 新庄 長岡宮内

タイム決勝 2:15.81 2:16.76 2:16.83 2:17.41 2:19.49 2:19.62 2:19.65 2:20.96

個人メドレー 荒井　　滉 中3 中田優一郞 中1 石原　　聡 中2 吉沢　裕貴 中3 布川　卓人 中3 佐藤　光輔 中2 春岡　草太 中3 橋本　一也 中3

400m 東新潟 富山南部 鼎 飯田高陵 長岡宮内 長岡宮内 朝日 港

タイム決勝 4:47.21 4:50.09 4:51.19 4:51.26 4:53.02 4:54.19 4:55.02 4:57.50

リレー 燕 中 新津第五 中 内灘 中 長岡宮内 中 大飯 中 志貴野 中 奥田 中 富山南部 中

400m 西海知龍成 中3 渡邊　七海 中3 川本　瑞起 中3 小市龍太郎 中3 濱手　太秀 中3 下野　優太 中3 圓本　元矢 中3 菅家俊太郎 中3

タイム決勝 高林　　晶 中2 石﨑　陸人 中3 河村　祐太 中3 藤巻　世那 中3 時岡　拓真 中2 関　　翔太 中2 米一　僚真 中3 中田優一郞 中1

遠間　悠貴 中2 石﨑　陽介 中1 酒井　　翼 中3 亀山　輝士 中3 藤田　聖矢 中1 山元　　樹 中2 入交　将也 中2 浅田　泰平 中3

小林　慶人 中3 本多　竜也 中3 新保　幸輝 中3 近藤健太朗 中3 藤田　智弥 中2 下野　岳人 中1 松田　直樹 中2 太田　壮亮 中1

3:51.08 Fin. 3:51.18 Fin. 3:54.56 Fin. 3:55.31 Fin. 3:56.94 Fin. 3:57.66 Fin. 3:58.72 Fin. 3:58.80 Fin.

55.80 1st. 56.93 1st. 59.65 1st. 58.61 1st. 56.12 1st. 55.61 1st. 59.30 1st. 57.24 1st.

メドレーリレー 燕 中 長岡宮内 中 新津第五 中 奥田 中 富山南部 中 内灘 中 直江津 中 緑ヶ丘 中

400m 高林　　晶 中2 亀山　輝士 中3 渡邊　七海 中3 米一　僚真 中3 太田　壮亮 中1 酒井　　翼 中3 藤田　勇矢 中3 松村　　翼 中3

タイム決勝 遠間　悠貴 中2 安藤　圭汰 中3 石﨑　陽介 中1 入交　将也 中2 浅田　泰平 中3 二口　乃望 中3 大井　柊平 中3 山﨑　裕翔 中2

小林　慶人 中3 布川　卓人 中3 石﨑　陸人 中3 圓本　元矢 中3 中田優一郞 中1 新保　幸輝 中3 朝倉　和大 中3 関口　雄大 中2

西海知龍成 中3 藤巻　世那 中3 本多　竜也 中3 松田　直樹 中2 菅家俊太郎 中3 川本　瑞起 中3 関口　風哉 中3 岡田　和希 中3

4:12.03 Fin. 4:12.64 Fin. 4:14.05 Fin. 4:18.07 Fin. 4:19.59 Fin. 4:23.20 Fin. 4:24.35 Fin. 4:25.78 Fin.

(大会新) (大会新)

 1:05.36 1st.  1:06.75 1st.  1:03.96 1st.  1:02.05 1st.  1:09.68 1st.  1:07.99 1st.  1:11.56 1st.  1:01.52 1st.



第３５回北信越中学校水泳競技大会（女子） 平成２６年８月６日　長岡市ダイエープロビスフェニックスプール

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 田中　希蘭 中3 井上　美咲 中3 長島　知里 中3 竹内　愛貴 中2 泉井　琴美 中3 鈴木　愛生 中3 平井　　茜 中3 藤井　夏希 中3

50m 南条 巻東 布水 鎌田 猿橋 丸岡 富山北部 城西

タイム決勝 27.16 27.65 27.76 27.77 27.79 27.80 27.93 28.11

(大会新)

自由形 長島　知里 中3 渡辺奈々美 中3 竹内　愛貴 中2 田中　希蘭 中3 井上　美咲 中3 鈴木　愛生 中3 舘　　柚希 中2 福永　みち 中2

100m 布水 大崎 鎌田 南条 巻東 丸岡 泉 鏡が沖

タイム決勝 59.47 59.76 1:00.10 1:00.16 1:00.27 1:00.85 1:01.71 1:01.83

自由形 渡辺奈々美 中3 福永　みち 中2 小田　美咲 中2 宮本えりな 中3 島津　遥香 中3 小田切海空 中1 喜藤ゆりか 中3 田畑　朱梨 中2

200m 大崎 鏡が沖 北辰 松任 鳥屋野 宮田 宮浦 山室

タイム決勝 2:08.31 2:10.38 2:10.52 2:10.55 2:10.84 2:11.81 2:14.84 2:14.88

自由形 日髙　雅子 中3 加藤はなの 中3 深田実乃里 中3 小野　紗季 中3 清水　奈月 中1 田畑　朱梨 中2 今田　莉子 中2 佐藤　未来 中2

400m 志賀 三条第二 山代 松本秀峰 富山北部 山室 大谷 塩沢

タイム決勝 4:23.73 4:30.65 4:32.08 4:32.08 4:37.28 4:38.64 4:38.87 4:40.76

(大会新) (同3位)

自由形 日髙　雅子 中3 加藤はなの 中3 深田実乃里 中3 小野　紗季 中3 久保美以菜 中3 清水　奈月 中1 佐藤　未来 中2 今牧まりあ 中1

800m 志賀 三条第二 山代 松本秀峰 新津第一 富山北部 塩沢 緑ヶ丘

タイム決勝 9:07.38 9:18.96 9:24.71 9:25.15 9:28.88 9:34.91 9:36.62 9:42.74

背泳ぎ 昼神ゆかり 中3 菅野　祐萌 中3 徳永奈津子 中3 中島　布捺 中2 佐藤　　柊 中1 柴野　莉帆 中3 米倉　史夏 中3 山本　亜美 中2

100m 豊丘 布水 城内 大巻 旭ヶ丘 松浜 気比 信大松本

タイム決勝 1:06.60 1:06.71 1:07.11 1:08.12 1:08.15 1:08.21 1:08.26 1:10.12

背泳ぎ 徳永奈津子 中3 昼神ゆかり 中3 中島　布捺 中2 田中　杏実 中2 菅野　祐萌 中3 桜井　莉伽 中2 遠藤　真思 中2 米倉　史夏 中3

200m 城内 豊丘 大巻 長岡宮内 布水 鼎 京ヶ瀬 気比

タイム決勝 2:20.26 2:21.16 2:23.62 2:25.16 2:25.74 2:26.02 2:28.27 2:30.01

平泳ぎ 蓮村　珠里 中2 磯部　沙綾 中3 宮川　華鈴 中2 野上　萌衣 中2 奥村茉奈佳 中3 斎藤　彩夏 中1 村上　萌絵 中2 渡邉　恭子 中2

100m 北辰 長岡東北 山室 塩沢 三陽 大形 松任 八千穂

タイム決勝 1:14.44 1:15.05 1:15.07 1:15.39 1:16.25 1:16.47 1:16.79 1:16.85

平泳ぎ 蓮村　珠里 中2 宮川　華鈴 中2 斎藤　彩夏 中1 村上　萌絵 中2 野上　萌衣 中2 小野　瑞歩 中1 渡邉　恭子 中2 川部衣知夏 中2

200m 北辰 山室 大形 松任 塩沢 東新潟 八千穂 松陵

タイム決勝 2:35.08 2:39.18 2:39.28 2:39.46 2:43.09 2:43.99 2:44.50 2:47.39

(大会新)



バタフライ 原澤　珠緒 中2 灰野　梨央 中2 平井　　茜 中3 竹野　　桜 中2 藤井　夏希 中3 山口友利衣 中1 古市　百音 中3 塚田　　蒼 中1

100m 塩沢 坂井輪 富山北部 片山津 城西 芳野 富山北部 佐久長聖

タイム決勝 1:02.80 1:04.06 1:04.12 1:04.16 1:05.24 1:06.37 1:06.90 1:07.04

バタフライ 渡邊　優希 中3 原澤　珠緒 中2 中林　祥子 中3 灰野　梨央 中2 古市　百音 中3 齋藤　菜帆 中1 塚田　　蒼 中1 高島　美佳 中3

200m 堀川 塩沢 葵 坂井輪 富山北部 鳥屋野 佐久長聖 富来

タイム決勝 2:19.48 2:20.07 2:21.09 2:23.19 2:27.21 2:28.60 2:29.94 2:31.16

個人メドレー 篠原　明美 中2 近藤　未菜 中2 小林　葵衣 中3 橋場　有那 中3 奥村茉奈佳 中3 中林　祥子 中3 永井絵莉華 中3 柳原　咲希 中3

200m 富山北部 柏崎第一 野沢 吉江 三陽 葵 三条第三 女鳥羽

タイム決勝 2:22.64 2:26.59 2:27.46 2:29.13 2:29.41 2:31.23 2:31.56 2:32.11

個人メドレー 篠原　明美 中2 小林　葵衣 中3 渡邊　優希 中3 谷口　朱音 中3 永井絵莉華 中3 野口ななみ 中3 北山　恵海 中2 大島　佳菜 中3

400m 富山北部 野沢 堀川 金沢錦丘 三条第三 新大附属新潟 藤見 入広瀬

タイム決勝 5:01.73 5:06.12 5:09.46 5:16.99 5:19.78 5:21.51 5:22.82 5:27.61

リレー 富山北部 中 南条 中 塩沢 中 信大松本 中 布水 中 長岡東北 中 松任 中 長岡宮内 中

400m 平井　　茜 中3 田中　希蘭 中3 髙橋　美衣 中2 山本　亜美 中2 長島　知里 中3 関川　友捺 中3 岡田　空美 中3 堀井　彩花 中2

タイム決勝 清水　奈月 中1 勝見寿々花 中1 野上　萌衣 中2 田上　希水 中1 菅野　祐萌 中3 磯部　沙綾 中3 高木　愛香 中2 池田理奈子 中3

篠原　明美 中2 奈良　春花 中2 佐藤　未来 中2 柴田　　恵 中3 水上　真奈 中3 佐藤　多海 中3 村上　萌絵 中2 小市　千聖 中1

古市　百音 中3 平澤　夕姫 中3 原澤　珠緒 中2 藤澤　青葉 中2 豆野　友香 中3 工藤ななみ 中3 宮本えりな 中3 田中　杏実 中2

4:05.42 Fin. 4:09.31 Fin. 4:10.66 Fin. 4:13.59 Fin. 4:14.00 Fin. 4:14.50 Fin. 4:16.09 Fin. 4:16.51 Fin.

 1:00.68 1st.  1:00.25 1st.  1:03.85 1st.  1:03.17 1st. 59.75 1st.  1:03.08 1st.  1:04.28 1st.  1:05.45 1st.

メドレーリレー 塩沢 中 富山北部 中 長岡東北 中 信大松本 中 松任 中 長岡宮内 中 布水 中 南条 中

400m 髙橋　美衣 中2 平井　　茜 中3 佐藤　多海 中3 山本　亜美 中2 岡田　空美 中3 池田理奈子 中3 菅野　祐萌 中3 平澤　夕姫 中3

タイム決勝 野上　萌衣 中2 篠原　明美 中2 磯部　沙綾 中3 柴田　　恵 中3 村上　萌絵 中2 小市　千聖 中1 嵐　帆乃香 中3 若泉　成華 中2

原澤　珠緒 中2 古市　百音 中3 関川　友捺 中3 砂川里依奈 中3 宮本えりな 中3 田中　杏実 中2 長島　知里 中3 奈良　春花 中2

佐藤　未来 中2 清水　奈月 中1 工藤ななみ 中3 藤澤　青葉 中2 高木　愛香 中2 堀井　彩花 中2 豆野　友香 中3 田中　希蘭 中3

4:32.89 Fin. 4:35.77 Fin. 4:37.78 Fin. 4:39.28 Fin. 4:44.30 Fin. 4:49.92 Fin. 4:50.97 Fin. 4:51.04 Fin.

(大会新) (大会新)

 1:11.18 1st.  1:09.97 1st.  1:12.98 1st.  1:10.09 1st.  1:13.74 1st.  1:12.42 1st.  1:07.84 1st.  1:11.39 1st.



第３５回北信越中学校水泳競技大会（学校対抗）

平成２６年８月６日　長岡市ダイエープロビスフェニックスプール

県名 学校名 得点

新潟県 長岡市立宮内中学校 55 点

新潟県 燕市立燕中学校 51 点

新潟県 新潟市立新津第五中学校 37 点

富山県 富山市立北部中学校 67 点

新潟県 南魚沼市立塩沢中学校 55 点

石川県 野々市市立布水中学校 37 点

男子

女子


