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

50 m 自 由 形
樽屋　賢汰   (朝　霧・2)

   27.53
坂本雄一郎   (朝　霧・2)

   27.80
福岡　　翼   (二　見・2)

   28.18
谷塚　俊介   (魚　住・2)

   28.80
蓬莱　拓海   (高　丘・1)

   28.86
重國　陽壮   (大　蔵・1)

   29.04
伊達　一稀   (望　海・2)

   29.18

100 m 自 由 形
中嶌　俊介   (大　蔵・2)

   57.59
長島京志郎   (野々池・1)

   57.77
坂本雄一郎   (朝　霧・2)

 1:00.72
谷塚　俊介   (魚　住・2)

 1:03.35
蓬莱　拓海   (高　丘・1)

 1:03.46
浜田　優一   (二　見・2)

 1:03.76
馬場凜太朗   (大　蔵・1)

 1:04.80

400 m 自 由 形
長島京志郎   (野々池・1)

 4:25.39
馬場凜太朗   (大　蔵・1)

 4:42.80
廣澤　虎汰   (野々池・2)

 4:52.56
佐々木俊祐   (大久保・2)

 4:53.54
上北　裕翔   (大久保北・1)

 4:54.13
南谷　泰志   (朝　霧・1)

 4:59.41
近藤　巧斗   (江井島・1)

 5:00.03

100 m 背 泳 ぎ
重國　陽壮   (大　蔵・1)

 1:07.63
横川　　岳   (大久保・2)

 1:09.36
須田　一帆   (江井島・2)

 1:09.62
波越　泰志   (魚　住・2)

 1:12.46
中堀　優希   (二　見・2)

 1:15.26
生亀由起彦   (魚　住・2)

 1:18.36
木村　唯人   (大久保・2)

 1:19.41

100 m 平 泳 ぎ
江副　澪音   (二　見・1)

 1:09.18   大会新
神山　亮也   (大　蔵・2)

 1:11.71
重塚　　笙   (大久保・1)

 1:12.66
大森　葵琉   (二　見・2)

 1:18.11
生亀由起彦   (魚　住・2)

 1:18.65
中塚　健太   (魚　住・2)

 1:21.88
大峠　汰一   (大久保北・1)

 1:23.62

100 m バ タ フ ラ イ
立花　彩翔   (二　見・2)

 1:06.31
盛山　　遼   (二　見・2)

 1:07.75
福岡　　翼   (二　見・2)

 1:08.96
伊達　一稀   (望　海・2)

 1:11.50
金子　太貴   (大久保北・1)

 1:15.63
南谷　泰志   (朝　霧・1)

 1:16.41
藤原　優真   (大久保・2)

 1:16.73

200 m 個人メド レー
重塚　　笙   (大久保・1)

 2:18.95
江副　澪音   (二　見・1)

 2:20.22
樽屋　賢汰   (朝　霧・2)

 2:20.93
立花　彩翔   (二　見・2)

 2:21.05
盛山　　遼   (二　見・2)

 2:28.88
神山　亮也   (大　蔵・2)

 2:28.90
横川　　岳   (大久保・2)

 2:34.11

400 m リ レ ー

二　見
盛山　　遼・立花　彩翔
福岡　　翼・江副　澪音

( 1:01.84)   4:00.30

大　蔵
中嶌　俊介・馬場凜太朗
重國　陽壮・神山　亮也

(   58.54)   4:06.38

大久保
佐々木俊祐・横川　　岳
大村　真志・重塚　　笙

( 1:04.20)   4:17.82

大久保北
大峠　汰一・鈴川　心悟
金子　太貴・上北　裕翔

( 1:07.65)   4:31.89

魚　住
谷塚　俊介・波越　泰志
生亀由起彦・中塚　健太

( 1:04.38)   4:32.21

野々池
長島京志郎・廣澤　虎汰
桒谷　逸斗・髙田　夏生

(   58.58)   4:32.27

望　海
寺尾　大洋・増田　湧真
伊達　一稀・藤井　優羽

( 1:23.75)   4:40.91

400 m メドレーリレー

大　蔵
重國　陽壮・神山　亮也
中嶌　俊介・馬場凜太朗

( 1:07.71)   4:26.28

二　見
立花　彩翔・江副　澪音
盛山　　遼・福岡　　翼
( 1:07.66)   4:27.08

大久保
横川　　岳・重塚　　笙

藤原　優真・佐々木俊祐
( 1:11.26)   4:45.45

魚　住
波越　泰志・中塚　健太
生亀由起彦・谷塚　俊介

( 1:12.46)   4:53.86

大久保北
上北　裕翔・藤原　愛翔
大峠　汰一・金子　太貴

( 1:15.14)   5:11.93

野々池
髙田　夏生・廣澤　虎汰
桒谷　逸斗・長島京志郎

( 1:30.37)   5:15.98

望　海
藤井　優羽・増田　湧真
伊達　一稀・寺尾　大洋

( 1:26.72)   5:30.89

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

50 m 自 由 形
山下　菜月   (魚　住・1)

   29.87
今岡　綾音   (大久保・2)

   29.92
福武　由花   (魚　住・1)

   31.38
山本　愛乃   (二　見・2)

   32.37
野濵　奈佳   (大久保北・1)

   32.65
安藤あかり   (望　海・2)

   33.43
前川くるみ   (野々池・1)

   34.76

100 m 自 由 形
尾﨑　加奈   (大久保・2)

 1:09.16
都地　瞳美   (望　海・1)

 1:09.21
野濵　奈佳   (大久保北・1)

 1:11.48
伊東　天音   (魚　住・2)

 1:12.45
岸上　真珠   (大久保・2)

 1:13.30
藤田　悠愛   (大久保・2)

 1:15.17
村田　奈穂   (大久保北・1)

 1:18.03

400 m 自 由 形
藤原　優希   (野々池・2)

 5:06.55
尾﨑　加奈   (大久保・2)

 5:16.62
岸上　真珠   (大久保・2)

 5:16.85
寺田　菜那   (魚　住・1)

 5:32.93
伊東　天音   (魚　住・2)

 5:37.06
小林　未侑   (魚　住・2)

 5:39.52
村田　奈穂   (大久保北・1)

 5:49.80

100 m 背 泳 ぎ
藤岡めばえ   (望　海・2)

 1:11.69
福武　由花   (魚　住・1)

 1:17.54
前田　愛衣   (大久保北・2)

 1:19.51
福武　由唯   (魚　住・1)

 1:23.44
藤田　悠愛   (大久保・2)

 1:27.28
山本　愛乃   (二　見・2)

 1:28.35
鬼田　姫花   (二　見・2)

 1:38.36

100 m 平 泳 ぎ
寺田　菜那   (魚　住・1)

 1:25.20
都地　瞳美   (望　海・1)

 1:25.48
鉛口　未来   (大久保・2)

 1:31.05
野村　　楓   (大久保・1)

 1:37.15
辻　　彩佳   (二　見・2)

 1:38.95
爲　　梨華   (大久保北・1)

 1:39.51
大塚裕紀子   (望　海・1)

 1:43.30

100 m バ タ フ ラ イ
山下　菜月   (魚　住・1)

 1:10.68
今岡　綾音   (大久保・2)

 1:11.86
碓氷　遥花   (大久保北・2)

 1:18.73
安藤あかり   (望　海・2)

 1:20.75
小林　千紘   (魚　住・1)

 1:25.14
前川くるみ   (野々池・1)

 1:34.61

200 m 個人メド レー
藤岡めばえ   (望　海・2)

 2:36.95
藤原　優希   (野々池・2)

 2:40.91
小林　千紘   (魚　住・1)

 2:51.06
鉛口　未来   (大久保・2)

 2:52.09
前田　愛衣   (大久保北・2)

 2:52.85
碓氷　遥花   (大久保北・2)

 3:00.93
福武　由唯   (魚　住・1)

 3:05.14

400 m リ レ ー

魚　住
福武　由花・小林　千紘
寺田　菜那・山下　菜月

( 1:11.29)   4:35.91

大久保
鉛口　未来・尾﨑　加奈
岸上　真珠・今岡　綾音

( 1:10.69)   4:41.88

望　海
都地　瞳美・大塚裕紀子
安藤あかり・藤岡めばえ

( 1:09.10)   4:52.55

大久保北
前田　愛衣・村田　奈穂
碓氷　遥花・野濵　奈佳

( 1:11.84)   4:55.27

野々池
藤原　優希・前川くるみ
北　　小梅・奥藤　美咲

( 1:07.25)   5:22.02

二　見
山本　愛乃・辻　　彩佳
鬼田　姫花・掛川　愛莉

( 1:18.86)   5:29.77

400 m メドレーリレー

魚　住
福武　由花・寺田　菜那
山下　菜月・小林　千紘

( 1:17.50)   5:02.00

大久保
岸上　真珠・鉛口　未来
今岡　綾音・尾﨑　加奈

( 1:27.09)   5:22.17

望　海
藤岡めばえ・都地　瞳美
安藤あかり・上田亜紗陽

( 1:13.04)   5:24.80

大久保北
前田　愛衣・爲　　梨華
碓氷　遥花・野濵　奈佳

( 1:21.15)   5:34.54

野々池
藤原　優希・奥藤　美咲
前川くるみ・北　　小梅
( 1:20.49)   6:09.05

二　見
山本　愛乃・辻　　彩佳
鬼田　姫花・中野　采耶

( 1:28.19)   6:15.05

優　　勝 準優勝 ３　　　位 ４　　　位 ５　　　位 ６　　　位 ７　　　位
二　見 大　蔵 大久保 魚　住 朝　霧 野々池 大久保北
78 57 45 33 27 26 21

魚　住 大久保 望　海 大久保北 野々池 二　見
86 75 53 43 28 18

大久保 魚　住 二　見 大久保北 望　海 大　蔵 野々池
120 119 96 64 62 57 54

女　　　　子

男 女 総 合

平 成 28 年 度 第 29 回 明 石 市 中 学 校 新 人 総 合 体 育 大 会 水 泳 競 技 大 会 明石市立二見中学校プール

【男　子】

【女　子】

団　体　成　績

男　　　　子


