
令和４年度　那須地区中学校新人体育大会水泳競技大会 成績一覧表 男子
令和４年９月５日（月） 会場：三和住宅にしなすのスポーツプラザ屋内温水プール

   
自由形 白井　太陽  中1 渡辺　睦輝  中2 瀬尾　貴久  中2 野瀧　翔太  中1 志賀　理人  中2 渡邊　大和  中1 井上　貴浩  中2 渡邉　光惺  中1 田島　瑛太  中1 下田　温人  中2
50m 三島 黒磯北 若草 西那須野 大田原 日新 三島 日新 大田原 西那須野
タイム決勝 25.58 26.20 28.04 30.14 30.56 30.64 30.74 31.55 34.13 34.93

自由形 宇梶　慶樹  中2 瀬尾　貴久  中2 堀田　　響  中1 野瀧　翔太  中1 平山　柊斗  中1 井上　貴浩  中2 田島　瑛太  中1 生駒　自然  中2 ﾌﾗﾝｼｽｺｼﾞｭﾝ  中2 松本　晴稀  中1
100m 日新 若草 西那須野 西那須野 厚崎 三島 大田原 三島 西那須野 大田原
タイム決勝 58.28 1:02.35 1:05.54 1:07.07 1:08.29 1:12.24 1:16.52 1:25.50 1:29.52 1:37.10

自由形 宇梶　慶樹  中2 八木沢樹紀  中2 堀田　　響  中1 佐藤　碧音  中1 柴田　伊吹  中2 星野　航汰  中1 松本　哲兵  中1 水田　　優  中2
200m 日新 三島 西那須野 西那須野 三島 大田原 三島 大田原
タイム決勝 2:05.91 2:07.34 2:21.45 3:02.89 3:10.29 3:23.86 3:24.86 3:49.03

自由形 八木沢樹紀  中2 東野　航祐  中2 佐々木翔太  中1 後藤　優斗  中1 西原　凛空  中1
400m 三島 西那須野 大田原 西那須野 大田原
タイム決勝 4:35.81 5:12.72 5:13.78 7:56.14 8:38.87

自由形 早乙女　然  中1 東野　航祐  中2
1500m 日新 西那須野
タイム決勝 17:27.02  Fin. 21:24.75  Fin.

背泳ぎ 渡辺　睦輝  中2 磯　　彰祥  中2 細川　翔平  中2 日比野亮介  中2 吉田　　湊  中1
100m 黒磯北 西那須野 大田原 西那須野 三島
タイム決勝 1:04.65 1:06.00 1:21.11 1:26.91 1:29.04

背泳ぎ 磯　　彰祥  中2 日比野亮介  中2 吉田　　湊  中1 小川　奏太  中2
200m 西那須野 西那須野 三島 大田原
タイム決勝 2:21.33 3:09.17 3:09.75 5:06.43

平泳ぎ 須田宗一郎  中2 平山　柊斗  中1 白石　涼太  中2 三上　奎太  中2 鶴尾　春人  中1 小林　和恭  中2 生駒　自然  中2 齋藤　輝琉  中2 大森　遥斗  中1
100m 三島 厚崎 黒羽 三島 西那須野 大田原 三島 東那須野 黒磯北
タイム決勝 1:17.88 1:26.31 1:34.18 1:35.81 1:44.66 1:45.30 1:45.60 1:47.63 1:49.67

平泳ぎ 須田宗一郎  中2 佐々木翔太  中1 細川　翔平  中2 三上　奎太  中2 鶴尾　春人  中1 後藤　優斗  中1
200m 三島 大田原 大田原 三島 西那須野 西那須野
タイム決勝 2:49.48 3:13.79 3:27.76 3:31.50 3:41.80 3:47.18

バタフライ 印南　陽登  中1 白井　太陽  中1 渡邊　大和  中1 志賀　理人  中2
100m 若草 三島 日新 大田原
タイム決勝 59.23 1:01.91 1:14.67 1:27.55

バタフライ 印南　陽登  中1 渡邉　光惺  中1
200m 若草 日新
タイム決勝 2:14.53 2:54.08

個人メドレー 
200m 
タイム決勝

個人メドレー 
400m 
タイム決勝

フリーリレー 三島 日新 西那須野 大田原
4×100m 
タイム決勝 4:13.63Fin. 4:14.37Fin. 4:27.92Fin. 4:47.62Fin.

メドレーリレー 三島 西那須野 大田原
4×100m 
タイム決勝 4:53.08Fin. 5:12.12Fin. 5:40.86Fin.

総合順位 三島 81点 西那須野 73点 大田原 43点 日新 41点 若草 23点 黒磯北 12点 厚崎 7点 黒羽 4点 東那須野 0点

9位 10位7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位



令和４年度　那須地区中学校新人体育大会水泳競技大会 成績一覧表 女子
令和４年９月５日（月） 会場：三和住宅にしなすのスポーツプラザ屋内温水プール

   
自由形 田中　　凜  中2 酒見　　奏  中2 田辺　涼珠  中2 手塚　伶暖  中2 喜多このか  中1 礒　ひより  中1 髙野　楓花  中1 松本　怜奈  中1 南　　凛香  中1
50m 東那須野 大田原 大田原 大田原 厚崎 西那須野 東那須野 三島 西那須野
タイム決勝 33.01 33.26 33.86 34.21 35.79 36.32 37.53 39.61 47.29

自由形 林田　彩乃  中2 井上　　芽  中1 手塚　伶暖  中2 礒　ひより  中1 髙野　楓花  中1 南　　凛香  中1
100m 三島 黒磯 大田原 西那須野 東那須野 西那須野
タイム決勝 1:04.54 1:13.20 1:20.44 1:22.78 1:27.10 1:48.61

自由形 林田　彩乃  中2 福島　理央  中2 東野　　晴  中1
200m 三島 黒磯北 西那須野
タイム決勝 2:19.98 2:21.72 2:55.55

自由形 藤田　　葵  中1 原　　楓子  中2 金子みやび  中2 東野　　晴  中1 角藤　絢弥  中2
400m 西那須野 黒磯北 黒磯北 西那須野 大田原
タイム決勝 4:50.23 5:03.38 5:22.65 5:59.92 7:07.39

自由形 藤田　　葵  中1 原　　楓子  中2
800m 西那須野 黒磯北
タイム決勝 10:18.68 10:37.55

背泳ぎ 伊東　　愛  中2 渡邉　千采  中2 渡邊真愛咲  中1 井上　　芽  中1 松本　怜奈  中1 荒牧　結衣  中2
100m 西那須野 黒羽 三島 黒磯 三島 大田原
タイム決勝 1:06.79 1:07.26 1:13.70 1:25.97 1:40.23 1:52.03

背泳ぎ 伊東　　愛  中2 渡邉　千采  中2 渡邊真愛咲  中1
200m 西那須野 黒羽 三島
タイム決勝 2:28.05 2:32.45 2:38.63

平泳ぎ 代田　未來  中2 酒見　　奏  中2 田中　　凜  中2 高根沢心愛  中1 澤田樹愛里  中1 田辺　涼珠  中2
100m 西那須野 大田原 東那須野 黒磯北 東那須野 大田原
タイム決勝 1:29.59 1:31.55 1:31.90 1:42.34 1:51.35 1:52.97

平泳ぎ 高根沢心愛  中1
200m 黒磯北
タイム決勝 3:38.70

バタフライ 鈴木　陽菜  中1 安藤　蒼波  中1 代田　未來  中2
100m 西那須野 東那須野 西那須野
タイム決勝 1:11.91 1:17.73 1:19.75

バタフライ 鈴木　陽菜  中1
200m 西那須野
タイム決勝 2:41.61

個人メドレー 福島　理央  中2 磯　　碧桜  中2 金子みやび  中2 喜多このか  中1
200m 黒磯北 西那須野 黒磯北 厚崎
タイム決勝 2:37.12 2:46.17 2:53.01 3:19.86

個人メドレー 磯　　碧桜  中2
400m 西那須野
タイム決勝 5:48.27

フリーリレー 西那須野 黒磯北 三島 大田原
4×100m 
タイム決勝 4:25.25Fin. 4:57.54Fin. 4:58.42Fin. 5:24.90Fin.

メドレーリレー 西那須野 黒磯北 三島 大田原
4×100m 
タイム決勝 4:55.67Fin. 5:27.06Fin. 5:55.07Fin. 6:36.57Fin.

総合順位 西那須野 105点 黒磯北 60点 三島 40点 大田原 37点 東那須野 20点 黒羽 10点 黒磯 8点 厚崎 5点

7位 8位 9位 10位1位 2位 3位 4位 5位 6位


