
第７３回 愛知県中学校総合体育大会 水泳競技大会 結果一覧

個人の部(女子)

種目／順位 優 勝 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 ７ 位 ８ 位

50m 自由形 伊東 開那 杉本 らいむ 加藤 めい 米田 愛菜 渡辺 真央 平森 絢己 澁谷 枝実鈴 藤田 実玖
(愛教大附) 27.35 (名女大)27.63 (甚目寺南)27.75 (東港)27.94 (一宮北部)28.15 (南城)28.28 (椙山女学園)28.30 (大口)28.43

100m 自由形 吉川 友萌 伊東 開那 萩原 美晴 倉知 かのん 松浦 未奈 渡辺 真央 杉本 らいむ 加藤 めい
(猪高)59.10 (愛教大附)59.88 (瀬戸南山)59.90 (保見)1:00.19 (松原)1:00.25 (一宮北部)1:00.76 (名女大)1:00.91 (甚目寺南)1:01.47

200m 自由形 萩原 美晴 吉川 友萌 松浦 未奈 和田 佳奈子 丹羽 和希 倉知 かのん 八木 結楽 渡辺 茉音
(瀬戸南山)2:07.03 (猪高)2:07.88 (松原)2:09.59 (葵)2:14.13 (大口)2:14.35 (保見)2:14.83 (吉根)2:15.24 (伊勢山)2:15.61

400m 自由形 小島 光丘 山口 愛華 野村 胡珀 平山 桃 寺田 夢空 小畑 杏佳 苻川 真優 渡辺 茉音
(神沢)4:26.67 (猪子石)4:27.28 (若園)4:33.59 (楠)4:33.75 (旭)4:39.98 (南光)4:41.14 (春日井中部)4:42.24 (伊勢山)4:43.55

800m 自由形 小島 光丘 山口 愛華 横地 梢 野村 胡珀 平山 桃 寺田 夢空 苻川 真優 谷風 有梨
(神沢)9:13.68 (猪子石)9:19.82 (岩倉)9:20.15 (若園)9:22.35 (楠)9:27.44 (旭)9:38.81 (春日井中部)9:41.67 (鶴城)9:43.10

100m 背泳ぎ 芳村 りこ 日極 るりか 平井 瑞希 加藤 紗菜 郡山 怜佳 長島 知咲 亀井 琴音 長沼 双葉
(鷹来)1:04.53 (守山東)1:04.63 (刈谷南)1:05.22 (御幸山)1:05.83 (高蔵寺)1:08.41 (宮)1:08.86 (蒲郡)1:08.98 (久方)1:09.14

200m 背泳ぎ 日極 るりか 芳村 りこ 長島 知咲 亀井 琴音 上田 唯愛 大澤 憩 加藤 華 牧野 元香
(守山東)2:17.61 (鷹来)2:21.52 (宮)2:23.78 (蒲郡)2:27.26 (羽田)2:27.43 (弥富)2:28.71 (聖霊)2:30.00 (牟呂)2:30.11

100m 平泳ぎ 石渡 遥 土佐 天音 酒井 郁帆 高島 奈々 永田 怜奈 太田 有咲 井上 詩織 浦元 真瑚
(依佐美)1:10.55 (豊川東部)1:13.38 (神の倉)1:13.71 (蒲郡中部)1:14.41 (朝日丘)1:15.22 (金城学院)1:16.34 (名古屋八幡)1:17.10 (半田)1:17.31

200m 平泳ぎ 石渡 遥 土佐 天音 酒井 郁帆 永田 怜奈 丸山 翠 高島 奈々 田村 涼乃 三木 奏葉
(依佐美)2:31.73 (豊川東部)2:34.84 (神の倉)2:35.91 (朝日丘)2:36.91 (布袋)2:37.90 (蒲郡中部)2:39.00 (矢作)2:46.70 (刈谷南)2:47.00

100m バタフライ 平井 瑞希 寺本 帆乃香 平森 絢己 高木 愛 吉田 優花 江神 茉歩 水野 紀杏 向 虹登莉
(刈谷南)1:03.77 (桃陵)1:03.98 (南城)1:04.85 (犬山南部)1:04.86 (山田)1:04.92 (大高)1:05.56 (崇化館)1:05.83 (熊野)1:06.70

200m バタフライ 吉田 優花 水野 紀杏 日比 千裕 寺本 帆乃香 櫻木 萌々香 久保田 純令 高木 愛 江神 茉歩
(山田)2:22.03 (崇化館)2:22.70 (鳴子台)2:24.02 (桃陵)2:24.06 (明治)2:24.11 (水無瀬)2:24.16 (犬山南部)2:24.57 (大高)2:24.93

200m 個人メドレー 米田 愛菜 中川 果音 岡部 天音 日比 千裕 藤森 真菜 佐藤 里帆 山中 小波 大池 柚帆
(東港)2:22.40 (椙山女学園)2:23.90 (小牧)2:25.41 (鳴子台)2:26.99 (松原)2:28.16 (品野)2:28.38 (南陽)2:28.74 (岩倉南部)2:28.98

400m 個人メドレー 岡部 天音 中川 果音 横地 梢 山中 小波 大池 柚帆 佐藤 里帆 杉浦 日和 黒柳 温子
(小牧)5:02.11 (椙山女学園)5:02.81 (岩倉)5:05.49 (南陽)5:10.11 (岩倉南部)5:13.96 (品野)5:16.12 (蒲郡中部)5:17.91 (森孝)5:19.08

400m リレー 松原 4:12.56 豊岡 4:16.70 岩倉 4:16.73 知多 4:19.76 弥富 4:21.19 六ッ美北 4:21.26 一柳 4:21.30 木曽川 4:24.47

400m メドレーリレー 刈谷南 4:35.84 松原 4:44.47 岩倉 4:46.47 弥富 4:48.98 豊川東部 4:49.66 知多 4:49.68 矢作 4:53.24 豊岡 4:54.42

団体の部 優 勝 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 ７ 位 ８ 位
(女子)

松原 44点 岩倉 36点 刈谷南 31点 豊川東部 22点 弥富 21点 豊岡 16点※ 知多 16点※ 神沢 依佐美 16点※

※ リレー点・リレー順位による



第７３回 愛知県中学校総合体育大会 水泳競技大会 結果一覧

個人の部(男子)

種目／順位 優 勝 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 ７ 位 ８ 位

50m 自由形 加藤 遼馬 大河原 英登 熊野 礼朗 時野 晶 永井 旭 竹田 夏基 佐藤 優斗 大﨑 湧斗
(甲山)24.95 (甲山)25.26 (豊橋中部)25.31 (高針台)25.70 (矢作北)25.71 (七宝北)25.74 (末野原)26.04 (附属岡崎)26.10

100m 自由形 坂本 琉耶 小林 夢翔 加藤 遼馬 佐野 太優 大河原 英登 則武 琉成 長坂 晋之介 時野 晶
(南山)52.66 (竜南)54.64 (甲山)54.65 (犬山)54.84 (甲山)55.80 (春日井中部)57.18 (豊川東部)57.38 (高針台)57.39

200m 自由形 坂本 琉耶 小林 夢翔 岡田 弘斗 佐野 太優 浅井 康栄 石田 隼基 新井 義志 鈴木 皓稀
(南山)1:54:12 (竜南)1:58.11 (益富)1:59.01 (犬山)1:59.06 (明豊)2:02.46 (大府北)2:02.51 (成岩)2:02.70 (東港)2:03.75

400m 自由形 岡田 弘斗 山口 冬晟 熊野 礼朗 長坂 晋之介 石田 隼基 浅井 康栄 鈴木 皓稀 加藤 真啓
(益富)4:10.23 (幸田)4:14.90 (豊橋中部)4:16.13 (豊川東部)4:16.41 (大府北)4:17.75 (明豊)4:17.78 (東港)4:19.96 (豊橋東部)4:22.13

1500m 自由形 山口 冬晟 鈴木 大智 白井 翼 大海 慶悟 上坂 咲人
(幸田)17:08.83 (高針台)17:25.72 (豊橋南部)17:28.55 (犬山)17:55.70 (半田)18:06.88

100m 背泳ぎ 安江 有貴 笠原 大知 小川 慶将 大島 佑互 佐竹 悠大 神谷 泰佑 松本 翔亜 松長 賢吾
(猪子石)1:00.29 (加木屋)1:00.74 (高針台)1:01.15 (名古屋八幡)1:02.88 (安城北)1:03.03 (左京山)1:03.12 (東港)1:03.30 (刈谷南)1:04.33

200m 背泳ぎ 安江 有貴 笠原 大知 小川 慶将 松本 翔亜 佐竹 悠大 大島 佑互 楠村 圭悟 松長 賢吾
(猪子石)2:08.28 (加木屋)2:08.73 (高針台)2:12.57 (東港)2:13.49 (安城北)2:15.28 (名古屋八幡)2:18.04 (扇台)2:18.34 (刈谷南)2:18.37

100m 平泳ぎ 石原 竜 杉浦 凛汰郎 尾関 啓太 和田 望実 山崎 倖太朗 新美 大輝 浅田 祐太 谷 一輝
(東海)1:05.73 (竜南)1:06.51 (山田東)1:06.63 (二川)1:07.35 (葵)1:07.36 (新川)1:07.70 (形原)1:07.81 (矢作北)1:07.85

200m 平泳ぎ 石原 竜 杉浦 凛汰郎 新美 大輝 尾関 啓太 和田 望実 山崎 倖太朗 大石 貫太郎 浅田 祐太
(東海)2:20.11 (竜南)2:20.50 (新川)2:23.44 (山田東)2:23.79 (二川)2:23.80 (葵)2:25.55 (知多中部)2:26.01 (形原)2:27.47

100m バタフライ 宮﨑 瞬 三輪田 理央 與河 大起 三輪 真瞳 古賀 白馬 太田 愛琉 森 敦基 宇野 巧望
(田光)57.59 (吉根)58.66 (松原)59.29 (永和)59.57 (横須賀)59.98 (矢作)1:00.48 (名和)1:00.54 (愛知)1:00.72

200m バタフライ 宮﨑 瞬 三輪田 理央 與河 大起 伊藤 巧遥 西尾 亮太朗 山田 健輔 宇野 巧望 古家 脩瑛
(田光)2:04.44 (吉根)2:08.11 (松原)2:09.66 (大府西)2:14.90 (鬼崎)2:15.91 (平坂)2:16.15 (愛知)2:16.31 (千秋)2:16.84

200m 個人メドレー 木下 侑馬 西川 我咲 小畑 捷人 鈴木 智也 近藤 貫太 西尾 亮太朗 岩村 航佑 永坂 洋将
(高蔵寺)2:09.49 (春日井知多)2:12.16 (高岡)2:15.48 (瀬戸南山)2:15.68 (港南)2:15.76 (鬼崎)2:15.89 (六ッ美北)2:16.02 (半田)2:18.23

400m 個人メドレー 木下 侑馬 西川 我咲 近藤 貫太 小畑 捷人 金子 藍大 工藤 蓮 岩村 航佑 皆嶋 大地
(高蔵寺)4:31:47 (春日井知多)4:40.27 (港南)4:43.14 (高岡)4:47.03 (扶桑)4:51.23 (矢作)4:54.97 (六ッ美北)4:55.60 (千秋)5:07.50

400m リレー 甲山 3:47.44 成岩 3:52.45 豊橋南部 3:52.92 富木島 3:55.63 竜南 3:56.98 豊川東部 3:59.26 羽田 3:59.92 豊橋東部 4:00.86

400m メドレーリレー 甲山 4:12.64 豊橋南部 4:16.74 竜南 4:17.41 加木屋 4:19.06 豊橋東部 4:21.29 葵 4:22.51 矢作 4:22.62 豊川東部 4:23.16

団体の部 優 勝 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 ７ 位
(男子)

甲山 57点 竜南 48点 豊橋南部 32点 高針台 25点 加木屋 24点 成岩 16点※ 高蔵寺 南山(M) 田光 猪子石 東海 16点

※ リレー点による


