
令和3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3年7月17日（土） 会場：黒羽中学校屋内温水プール

   
自由形 人見　豪嗣 中3 鮎瀬　純心 中2 米谷　映玖 中3 瀬尾　貴久 中1 加藤　悠希 中3 武藤　　潤 中3 橋本　咲玖 中3 渡辺　優輝 中3 小野　　遥 中3 中畑　伶斗 中3
50m 黒磯 東那須野 西那須野 若草 三島 大田原 大田原 大田原 三島 西那須野
タイム決勝 26.60 26.64 27.81 29.55 30.30 31.36 31.98 32.44 33.11 33.98

自由形 鮎瀬　純心 中2 米谷　映玖 中3 瀬尾　貴久 中1 堀内　琉登 中3 鈴木　秀翔 中3 馬場　凱大 中2 青木　海斗 中3 細川　翔平 中1 森久保　駿 中3 阿部隆之進 中3
100m 東那須野 西那須野 若草 西那須野 西那須野 大田原 三島 大田原 大田原 三島
タイム決勝 1:00.21 1:00.69 1:05.16 1:10.15 1:13.65 1:14.94 1:19.53 1:19.61 1:25.63 1:30.78

自由形 野田　若靖 中2 船山　恭吾 中3 八木沢樹紀 中1 堀内　琉登 中3 田口　遥之 中3 吉田　　樹 中2 佐々木十和 中2 森　　海翔 中3 蛭川　　渚 中3 水田　　優 中1
200m 大田原 黒磯 三島 西那須野 西那須野 三島 西那須野 大田原 三島 大田原
タイム決勝 2:05.00 2:11.13 2:12.80 2:54.79 3:06.27 3:13.74 3:29.85 3:53.42 4:00.02 4:34.17

自由形 八木沢樹紀 中1 船山　恭吾 中3 東野　航祐 中1 瀧　　文人 中3
400m 三島 黒磯 西那須野 三島
タイム決勝 4:38.52 4:43.25 6:06.97 7:50.72

自由形 青木　海斗 中3 澤田　拓海 中3
1500m 三島 三島
タイム決勝 26:36.38 Fin. 27:14.85 Fin.

背泳ぎ 磯　　彰祥 中1 渡辺　睦輝 中1 渡辺　優輝 中3 橋本　咲玖 中3 日比野亮介 中1 小野　　遥 中3 只隈友乃秦 中2
100m 西那須野 黒磯北 大田原 大田原 西那須野 三島 三島
タイム決勝 1:08.18 1:10.98 1:25.21 1:27.60 1:40.31 1:40.69 1:43.24

背泳ぎ 磯　　彰祥 中1 小川　奏太 中1
200m 西那須野 大田原
タイム決勝 2:26.63 6:15.61

平泳ぎ 植木　大智 中2 牧野　遥斗 中3 須田宗一郎 中1 加藤　悠希 中3 武藤　　潤 中3 中畑　伶斗 中3 磯　　拓斗 中3 白石　涼太 中1 瀧　　文人 中3 下田　温人 中1
100m 大田原 西那須野 三島 三島 大田原 西那須野 黒磯北 黒羽 三島 西那須野
タイム決勝 1:15.65 1:19.01 1:22.57 1:23.71 1:27.87 1:31.92 1:37.50 1:38.15 1:50.11 1:54.16

平泳ぎ 人見　豪嗣 中3 植木　大智 中2 牧野　遥斗 中3 須田宗一郎 中1 井上　貴浩 中1 岡崎　蒼生 中2 小林　篤矢 中3
200m 黒磯 大田原 西那須野 三島 三島 大田原 三島
タイム決勝 2:39.10 2:45.02 2:49.90 2:55.30 3:32.46 3:52.06 4:34.96

バタフライ 阿部　匠真 中3 野田　若靖 中2 宇梶　慶樹 中1 小山田凛太朗 中2 田口　遥之 中3 阿部隆之進 中3
100m 西那須野 大田原 日新 那須中央 西那須野 三島
タイム決勝 58.80 1:02.56 1:03.29 1:11.34 1:25.38 1:44.93

バタフライ 阿部　匠真 中3
200m 西那須野
タイム決勝 2:13.81

個人メドレー 宇梶　慶樹 中1 神林　崇太 中2 小山田凛太朗 中2 鈴木　秀翔 中3 東野　航祐 中1
200m 日新 西那須野 那須中央 西那須野 西那須野
タイム決勝 2:23.16 2:38.64 2:42.57 3:19.98 3:30.32

個人メドレー 渡辺　睦輝 中1 神林　崇太 中2
400m 黒磯北 西那須野
タイム決勝 5:19.03 5:36.59

フリーリレー 西那須野 中 三島 中 大田原 中
4×100m 堀内　琉登 中3 澤田　拓海 中3 渡辺　優輝 中3
タイム決勝 米谷　映玖 中3 加藤　悠希 中3 森久保　駿 中3

牧野　遥斗 中3 須田宗一郎 中1 富澤　利紅 中3
阿部　匠真 中3 八木沢樹紀 中1 橋本　咲玖 中3

4:12.91 Fin. 4:39.08 Fin. 5:26.40 Fin.
 1:09.20 1st.  1:15.34 1st.  1:15.69 1st.

メドレーリレー 西那須野 中 大田原 中 三島 中
4×100m 磯　　彰祥 中1 渡辺　優輝 中3 加藤　悠希 中3
タイム決勝 牧野　遥斗 中3 植木　大智 中2 須田宗一郎 中1

阿部　匠真 中3 野田　若靖 中2 八木沢樹紀 中1
米谷　映玖 中3 武藤　　潤 中3 澤田　拓海 中3

4:24.77 Fin. 4:53.43 Fin. 5:26.64 Fin.
 1:08.06 1st.  1:23.75 1st.  1:29.38 1st.

総合順位 西那須野 108点 三島 61点 大田原 59点 黒磯 24点 黒磯北 12点 (5位）東那須野 12点 日新 11点 那須中央 7点 (8位)若草 7点

9位 10位7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位



令和3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3年7月17日（土） 会場：黒羽中学校屋内温水プール

   
自由形 松野　　梓 中2 植野　　葵 中3 印南　万結 中3 石川　梨乃 中3 田中　　凜 中1 白井　千絢 中2 西畑　史香 中2 手塚　伶暖 中1 酒見　　奏 中1 金子みやび 中1
50m 西那須野 三島 若草 三島 東那須野 東那須野 三島 大田原 大田原 黒磯北
タイム決勝 28.12 30.49 30.55 32.07 32.26 33.34 33.42 34.00 34.22 34.63

自由形 松野　　梓 中2 林田　彩乃 中1 印南　万結 中3 原　　楓子 中1 北浦　李咲 中1 金子みやび 中1 井上　遥月 中3 只友　陽向 中3 高戸わかな 中3 豊住理桜子 中3
100m 西那須野 三島 若草 黒磯北 黒磯 黒磯北 西那須野 三島 大田原 西那須野
タイム決勝 1:00.76 1:05.61 1:08.48 1:09.23 1:12.11 1:17.58 1:20.72 1:23.28 1:28.54 1:30.82

自由形 林田　彩乃 中1 原　　楓子 中1 磯　　碧桜 中1 北浦　李咲 中1 高戸わかな 中3 狐塚　由奈 中3 室井　莉子 中3
200m 三島 黒磯北 西那須野 黒磯 大田原 大田原 大田原
タイム決勝 2:23.84 2:26.83 2:30.58 2:30.86 3:22.56 3:53.31 4:13.61

自由形 益子　奈々 中3 星合　美羽 中2 笹沼　優羽 中2
400m 黒磯北 大田原 西那須野
タイム決勝 4:32.71 6:53.56 7:25.53

自由形 益子　奈々 中3 室井　莉子 中3
800m 黒磯北 大田原
タイム決勝 9:20.09 18:09.98

背泳ぎ 伊東　　愛 中1 渡邉　千采 中1 柿沼　真奈 中2 井上　遥月 中3 荒牧　結衣 中1 髙橋　礼奈 中2 角藤　絢弥 中1
100m 西那須野 黒羽 西那須野 西那須野 大田原 大田原 大田原
タイム決勝 1:08.17 1:08.39 1:15.13 1:38.84 1:59.08 2:04.95 2:22.65

背泳ぎ 渡邉　千采 中1 伊東　　愛 中1 柿沼　真奈 中2
200m 黒羽 西那須野 西那須野
タイム決勝 2:29.04 2:30.79 2:40.58

平泳ぎ 渡辺　小春 中2 田中　　凜 中1 矢田　沙織 中3 只友　陽向 中3 田辺　涼珠 中1 狐塚　由奈 中3
100m 西那須野 東那須野 大田原 三島 大田原 大田原
タイム決勝 1:20.96 1:27.28 1:42.00 1:51.48 1:53.36 2:00.20

平泳ぎ 渡辺　小春 中2 宮嵜　花梨 中2
200m 西那須野 三島
タイム決勝 2:47.55 3:31.60

バタフライ 福島　理央 中1 代田　未來 中1 手塚　伶暖 中1 星合　美羽 中2
100m 黒磯北 西那須野 大田原 大田原
タイム決勝 1:10.36 1:20.76 1:40.07 1:45.58

バタフライ 福島　理央 中1 代田　未來 中1
200m 黒磯北 西那須野
タイム決勝 2:32.19 3:01.18

個人メドレー 磯　　碧桜 中1 白井　千絢 中2 植野　　葵 中3 宮嵜　花梨 中2
200m 西那須野 東那須野 三島 三島
タイム決勝 2:45.97 2:58.45 2:59.63 3:15.81

個人メドレー 石川　梨乃 中3
400m 三島
タイム決勝 7:09.85

フリーリレー 西那須野 中 黒磯北 中 三島 中 大田原 中
4×100m 伊東　　愛 中1 金子みやび 中1 林田　彩乃 中1 田辺　涼珠 中1
タイム決勝 渡辺　小春 中2 原　　楓子 中1 宮嵜　花梨 中2 酒見　　奏 中1

磯　　碧桜 中1 福島　理央 中1 石川　梨乃 中3 矢田　沙織 中3
松野　　梓 中2 益子　奈々 中3 植野　　葵 中3 手塚　伶暖 中1

4:22.84 Fin. 4:37.54 Fin. 4:49.02 Fin. 5:35.49 Fin.
 1:04.76 1st.  1:17.74 1st.  1:06.17 1st.  1:28.04 1st.

メドレーリレー 西那須野 中 黒磯北 中 三島 中 大田原 中
4×100m 伊東　　愛 中1 益子　奈々 中3 植野　　葵 中3 高戸わかな 中3
タイム決勝 渡辺　小春 中2 福島　理央 中1 宮嵜　花梨 中2 狐塚　由奈 中3

磯　　碧桜 中1 原　　楓子 中1 石川　梨乃 中3 星合　美羽 中2
松野　　梓 中2 金子みやび 中1 林田　彩乃 中1 矢田　沙織 中3

4:51.30 Fin. 5:37.88 Fin. 5:48.10 Fin. 7:05.49 Fin.
 1:09.99 1st.  1:10.91 1st.  1:21.64 1st.  1:55.14 1st.

総合順位 西那須野 104点 三島 58点 黒磯北 57点 大田原 42点 東那須野 13点 黒羽 12点 若草 8点 黒磯 5点

7位 8位 9位 10位1位 2位 3位 4位 5位 6位


