
令和元年度　那須地区中学校総合体育大会水泳競技大会 成績一覧表 男子
令和元年7月20日（土） 会場：黒羽中学校屋内温水プール

   
自由形 福田　健太 中3 相馬　　仁 中2 佐藤　湧大 中3 ビアンシニ烈央 中3 吉田　海渡 中3 菊地　拓真 中3 渡邊　大地 中2 松本　隆希 中3 舩山　悠希 中3 福山　久隆 中3
50m 三島 黒磯 西那須野 厚崎 那須中央 幸福の科学 日新 西那須野 三島 幸福の科学
タイム決勝 25.06 27.00 27.92 28.38 28.47 28.65 28.74 31.22 31.27 31.28

(地区新)
自由形 福田　健太 中3 江連　晃太 中3 吉田　海渡 中3 渡邊　大地 中2 木下　真琴 中3 青山　結人 中2 栗田　晴臣 中2 葛西　勇人 中3 石原　隼也 中2 佐藤　悠樹 中3
100m 三島 西那須野 那須中央 日新 大田原 大田原 西那須野 三島 大田原 西那須野
タイム決勝 57.7 01:01.4 01:03.35 01:05.83 01:07.09 01:07.71 01:07.77 01:13.47 01:16.97 01:17.78

自由形 江連　晃太 中3 菊地　紀弘 中2 広野　颯大 中3 渡邉　　樹 中3 本荘　稜太 中3 田中　天勝 中3 津野　太一 中3 平栁　拓哉 中2 小林　悠馬 中2
200m 西那須野 西那須野 三島 西那須野 大田原 三島 三島 大田原 大田原
タイム決勝 02:18.38 02:21.11 02:25.14 02:26.92 03:00.49 03:00.78 03:12.19 03:13.04 03:14.85

自由形 岩瀬　泰斗 中3 格和　天都 中3 和智　大虎 中2 藤田　琉偉 中2 森久保　駿 中1 森　　海翔 中1
400m 三島 三島 大田原 三島 大田原 大田原
タイム決勝 04:42.38 05:38.18 06:32.20 06:50.37 07:49.33 10:11.95

自由形 岩瀬　泰斗 中3 菊地　紀弘 中2 星　日比輝 中2 磯　　遥希 中2 木下　真琴 中3 葛西　勇人 中3 増渕　和晃 中3
1500m 三島 西那須野 西那須野 大田原 大田原 三島 三島
タイム決勝 18:58.31 Fin. 19:08.66 Fin. 20:02.07 Fin. 22:06.50 Fin. 23:43.48 Fin. 25:39.97 Fin. 30:01.28 Fin.

背泳ぎ 磯　　英祥 中3 戸﨑　健心 中3 戸谷遼太郎 中3 広野　颯大 中3 大金　飛翔 中3 格和　天都 中3 磯　　遥希 中2 藤井　翔太 中1 船山　恭吾 中1 小川　栖弥 中2
100m 西那須野 西那須野 大田原 三島 大田原 三島 大田原 金田北 黒磯 三島
タイム決勝 01:00.27 01:08.80 01:12.60 01:17.57 01:19.58 01:20.88 01:22.62 01:26.63 01:27.44 02:38.50

背泳ぎ 磯　　英祥 中3 原　　天夏 中3 戸﨑　健心 中3 戸谷遼太郎 中3 大金　飛翔 中3 舩山　悠希 中3 小林　樹希 中2 加藤　悠希 中1 吉田　圭駕 中2
200m 西那須野 黒磯北 西那須野 大田原 大田原 三島 大田原 三島 三島
タイム決勝 02:06.31 02:20.77 02:29.58 02:45.37 02:52.64 03:18.38 03:37.97 03:41.22 04:06.86

(地区新)
平泳ぎ 岩澤　　裕 中3 川原　　育 中3 川鍋　海晴 中2 髙久　真平 中3 大谷　佳揮 中3 小室　晃大 中3 牧野　遥斗 中1 加藤　悠希 中1 田所　宗樹 中3 藤井　翔太 中1
100m 大田原 西那須野 若草 西那須野 三島 三島 西那須野 三島 大田原 金田北
タイム決勝 01:07.70 01:11.66 01:13.15 01:20.50 01:22.70 01:26.19 01:27.50 01:27.69 01:32.02 01:32.40

平泳ぎ 岩澤　　裕 中3 川鍋　海晴 中2 川原　　育 中3 髙久　真平 中3 大谷　佳揮 中3 牧野　遥斗 中1 田所　宗樹 中3 小島　昂士 中2 武藤　　潤 中1 藤田　琉偉 中2
200m 大田原 若草 西那須野 西那須野 三島 西那須野 大田原 三島 大田原 三島
タイム決勝 02:30.65 02:36.28 02:45.86 02:47.88 03:00.23 03:02.28 03:17.15 03:17.59 03:21.22 03:40.32

バタフライ 福島　由都 中2 蘭　　賢人 中2 阿部　匠真 中1 白井　大智 中3 人見　豪嗣 中1 本荘　稜太 中3 瀬端　昂大 中2 津野　太一 中3
100m 黒磯北 大田原 西那須野 東那須野 黒磯 大田原 三島 三島
タイム決勝 01:03.67 01:06.30 01:07.01 01:12.67 01:15.11 01:21.45 01:43.06 01:46.75

バタフライ 福島　由都 中2 阿部　匠真 中1 人見　豪嗣 中1 荒崎　弘宙 中2 瀬端　昂大 中2 川嶋　翔也 中3
200m 黒磯北 西那須野 黒磯 三島 三島 三島
タイム決勝 02:20.31 02:38.63 02:45.32 03:26.76 04:02.47 04:50.99

個人メドレー 相馬　　仁 中2 早乙女　友 中3 伊藤　　拓 中3 池野　翔貴 中2 青山　結人 中2 渡邉　　樹 中3 米谷　映玖 中1 和智　大虎 中2 田中　天勝 中3 永山　来瑠 中3
200m 黒磯 日新 大田原 三島 大田原 西那須野 西那須野 大田原 三島 西那須野
タイム決勝 02:18.37 02:21.90 02:32.01 02:35.90 02:46.45 02:46.81 02:57.71 03:19.35 03:22.07 03:27.09

個人メドレー 原　　天夏 中3 早乙女　友 中3 白井　大智 中3 池野　翔貴 中2 伊藤　　拓 中3 星　日比輝 中2 小室　晃大 中3 荒崎　弘宙 中2
400m 黒磯北 日新 東那須野 三島 大田原 西那須野 三島 三島
タイム決勝 04:56.85 05:02.52 05:25.78 05:32.50 05:38.76 05:41.71 06:22.06 07:04.82

フリーリレー 大田原 中 三島 中 西那須野 中
400m 
タイム決勝

03:59.27 Fin. 04:00.24 Fin. 04:00.69 Fin.

メドレーリレー 西那須野 中 大田原 中 三島 中
400m 
タイム決勝

04:16.02 Fin. 04:20.11 Fin. 04:30.39 Fin.

総合順位 西那須野 105点 三島 82点 大田原 80点 黒磯北 26点 黒磯 18点 日新 13点 若草 9点 東那須野 7点 那須中央 6点 厚崎 3点

9位 10位7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位



令和元年度　那須地区中学校総合体育大会水泳競技大会 成績一覧表 女子
令和元年7月20日（土） 会場：黒羽中学校屋内温水プール

   
自由形 松野　萌香 中2 柳田　紗弥 中2 渡辺ひより 中1 安野　倫恵 中2 薄井　璃子 中3 中畑　瑠菜 中2 小林　柚菜 中2 只友　陽向 中1
50m 西那須野 大田原 黒磯 西那須野 大田原 西那須野 三島 三島
タイム決勝 27.72 30.66 32.57 33.95 34.36 35.01 35.44 35.44

(地区新) (同7位)
自由形 松野　萌香 中2 江連愛結姫 中2 野瀧いろは 中2 柳田　紗弥 中2 鈴木　　空 中2 渡辺ひより 中1 鈴木　　凜 中1 石川　梨乃 中1 渡辺　麻衣 中2 室井　莉子 中1
100m 西那須野 親園 西那須野 大田原 黒磯 黒磯 金田北 三島 西那須野 大田原
タイム決勝 01:00.73 01:04.80 01:06.50 01:06.79 01:07.53 01:09.42 01:12.67 01:17.53 01:25.96 01:47.50

自由形 甚内　優那 中3 三本木陽芽 中3 江連愛結姫 中2 野瀧いろは 中2 渡辺　帆香 中2 植野　　葵 中1 井上　遥月 中1 高戸わかな 中1 狐塚　由奈 中1 室井　莉子 中1
200m 黒磯 厚崎 親園 西那須野 三島 三島 西那須野 大田原 大田原 大田原
タイム決勝 02:12.56 02:12.72 02:21.06 02:24.05 02:25.93 02:40.21 03:03.49 03:31.28 03:52.13 04:09.55

自由形 甚内　優那 中3 増田　愛弓 中2 代田　莉來 中2 高戸わかな 中1 矢田　沙織 中1 櫻岡　莉妃 中1
400m 黒磯 西那須野 西那須野 大田原 大田原 大田原
タイム決勝 04:40.27 04:48.71 05:00.95 07:36.57 07:46.78 08:19.53

自由形 増田　愛弓 中2 代田　莉來 中2 小林　柚菜 中2
800m 西那須野 西那須野 三島
タイム決勝 09:57.07 10:10.34 13:26.64

背泳ぎ 赤羽沙也加 中3 印南　美桜 中3 三本木陽芽 中3 鈴木　　凜 中1 前田　瑠美 中2 大熊　萌果 中3 但野　遥夏 中3 豊住理桜子 中1
100m 三島 若草 厚崎 金田北 大田原 大田原 西那須野 西那須野
タイム決勝 01:03.09 01:07.36 01:10.18 01:20.88 01:25.93 01:29.31 01:30.90 02:07.71

(地区新)
背泳ぎ 赤羽沙也加 中3 印南　美桜 中3 前田　瑠美 中2 安野　倫恵 中2 但野　遥夏 中3
200m 三島 若草 大田原 西那須野 西那須野
タイム決勝 02:14.72 02:30.28 03:02.48 03:16.02 03:26.55

(地区新)
平泳ぎ 吉澤　純奈 中3 吉澤　愛花 中2 鈴木　　空 中2 大森　紗羽 中3 佐々木　桃 中2 齋藤　汐里 中2 佐々木千賀 中2 深田　小晴 中2 櫻岡　莉妃 中1
100m 西那須野 西那須野 黒磯 厚崎 三島 大田原 西那須野 大田原 大田原
タイム決勝 01:22.02 01:22.09 01:28.47 01:28.64 01:41.75 01:42.04 01:45.00 01:49.36 01:51.86

平泳ぎ 吉澤　愛花 中2 吉澤　純奈 中3 大森　紗羽 中3 佐々木千賀 中2 齋藤　汐里 中2 佐々木　桃 中2 矢田　沙織 中1 狐塚　由奈 中1
200m 西那須野 西那須野 厚崎 西那須野 大田原 三島 大田原 大田原
タイム決勝 02:55.72 02:59.58 03:06.02 03:36.49 03:38.41 03:46.74 03:56.98 04:09.99

バタフライ 大金　詩歩 中2 印南　万結 中1 渡辺　帆香 中2 藤川　倖乃 中3
100m 黒羽 若草 三島 三島
タイム決勝 01:05.99 01:11.62 01:12.68 01:15.41

バタフライ 大金　詩歩 中2 藤川　倖乃 中3 印南　万結 中1
200m 黒羽 三島 若草
タイム決勝 02:25.18 02:32.18 02:44.96

個人メドレー 益子　奈々 中1 植野　　葵 中1 大熊　萌果 中3 薄井　璃子 中3
200m 黒磯北 三島 大田原 大田原
タイム決勝 02:31.79 02:54.52 03:13.45 03:15.33

個人メドレー 益子　奈々 中1 石川　梨乃 中1
400m 黒磯北 三島
タイム決勝 05:21.28 07:11.26

フリーリレー 西那須野 中 三島 中 大田原 中
400m 
タイム決勝

04:12.31 Fin. 04:23.93 Fin. 04:48.74 Fin.

メドレーリレー 西那須野 中 三島 中 大田原 中
400m 
タイム決勝

04:43.85 Fin. 04:57.22 Fin. 05:41.56 Fin.

総合順位 西那須野 106点 三島 66点 大田原 49点 黒磯 25点 若草 19点 厚崎 16点 黒羽 14点 黒磯（７位） 14点 親園 9点 金田北 3点

7位 8位 9位 10位1位 2位 3位 4位 5位 6位


