
令和元年度 第54回群馬県中学校総合体育大会 第71回水泳競技大会上位表 群馬県立敷島公園水泳場

※入賞は8位まで、掲載は入賞または関東出場者まで。

順位 氏名 氏名カナ 所属 学年 記録 備考
1 石川　　蒼 ｲｼｶﾜ ｿｳ 四ツ葉学園 中2 26秒15 関東
2 田村　秀汰 ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾀ 群大附 中2 26秒18 関東
3 柴山　慶吏 ｼﾊﾞﾔﾏ ｹｲｼﾞ 群大附 中2 26秒35 関東
4 寺田　大晟 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｲｾｲ 桐生新里 中3 26秒56 関東
5 橋本　榮之 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 館林第三 中1 26秒57 関東
6 小林　楓太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳﾀ 伊勢崎赤堀 中2 26秒59 関東
7 冬木　太陽 ﾌﾕｷ ﾀｲﾖｳ 高崎新町 中3 26秒60 関東
8 阿部　智優 ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 館林第三 中1 27秒00 関東
9 小川　遥平 ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 前橋東 中2 27秒07 関東

10 根立光一郎 ﾈﾀﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 邑楽 中1 27秒26 関東
松村　渉太 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾀ 前橋粕川 中2 27秒25 関東
堀ノ上碧人 ﾎﾘﾉｳｴ ｱｵﾄ 安中第二 中2 27秒36 関東
山田　卓磨 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 沼田白沢 中2 27秒36 関東
丸山　瑞貴 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 太田南 中3 27秒56 関東
栁澤　和弥 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾔ 市立太田 中3 27秒56 関東
榊原　渉生 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾐ 邑楽板倉 中1 27秒61 関東
飯塚　芹卯 ｲｲﾂﾞｶ ｾﾘｳ 太田藪塚本町 中3 27秒69 関東
高橋　伽維 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 高崎片岡 中3 27秒75 関東

1 鈴木　奏汰 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ 中央中等 中3  2分01秒11 全国
2 大須竜之介 ｵｵｽ ﾘｭｳﾉｽｹ 高崎大類 中2  2分01秒96 関東
3 福田　和樹 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ 前橋富士見 中3  2分02秒58 関東
4 青木　鳳雅 ｱｵｷ ﾎｳｶﾞ 館林第一 中2  2分05秒37 関東
5 鈴木　雄大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 安中第二 中3  2分06秒50 関東
6 矢嶋　千大 ﾔｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 中央中等 中2  2分06秒79 全国
7 長谷川耕晟 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 四ツ葉学園 中3  2分08秒88 関東
8 原田　　祥 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳ 太田西 中2  2分09秒23 関東
9 関口　柑汰 ｾｷｸﾞﾁ ｶﾝﾀ 前橋富士見 中1  2分12秒67 関東

10 渡部　晴貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 市立太田 中2  2分13秒94 関東
久保田大翔 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾄ 群大附 中1  2分14秒80 関東
根岸　昂生 ﾈｷﾞｼ ｺｳｾｲ 佐波玉村南 中3  2分16秒80 関東
鈴木　希悠 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 太田西 中3  2分17秒43 関東
小山　惺生 ｺﾔﾏ ｾｵ 榛東 中2  2分17秒96 関東
吉野　洋介 ﾖｼﾉ ﾖｳｽｹ 館林多々良 中2  2分17秒99 関東
斉藤　翔大 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 群馬中央 中1  2分19秒05 関東
天沼　瑠偉 ｱﾏﾇﾏ ﾙｲ 桐生新里 中2  2分19秒80 関東
小熊　昇二 ｵｸﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 桐生相生 中2  2分20秒34 関東
神宮　佑馬 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾕｳﾏ 前橋荒砥 中1  2分20秒91 関東
山﨑龍之介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 吉岡 中2  2分21秒03 関東

1 松橋　佳秀 ﾏﾂﾊｼ ﾖｼﾋﾃﾞ 桐生広沢 中3 16分25秒51 標準突 
2 武石　　航 ﾀｹｲｼ ﾜﾀﾙ 館林第二 中3 17分08秒07 関東
3 阿部龍之介 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 高崎第一 中3 18分44秒91 関東
4 髙野　晃汰 ﾀｶﾉ ｺｳﾀ 邑楽南 中3 19分11秒76 関東
5 猪野　楽人 ｲﾉ ｶﾞｸﾄ 佐波玉村 中3 19分18秒50 関東
6 髙橋　翔也 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾔ 前橋荒砥 中3 19分50秒65 関東
7 嶋田　心温 ｼﾏﾀﾞ ｼｵﾝ 高崎寺尾 中2 19分52秒03 関東
8 金子流輝亜 ｶﾈｺ ﾙｷｱ 太田旭 中1 20分20秒31
9 高橋　汰希 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｷ 群大附 中3 20分23秒79

10 保坂　龍輝 ﾎｻｶ ﾀﾂｷ 伊勢崎赤堀 中2 21分04秒93
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令和元年7月27,28,29日
参加者(男子343人、女子247人）　参加校数123校　レース数134

◎競泳
備考欄について　（県中新）県中学新記録　（大会新）大会新記録　（標準突）全国標準記録突破
　　　（予選突）予選で全国標準記録突破　(全国)他種目で全国大会出場 (関東)関東大会出場権獲得



令和元年度 第54回群馬県中学校総合体育大会 第71回水泳競技大会上位表 群馬県立敷島公園水泳場

※入賞は8位まで、掲載は入賞または関東出場者まで。

順位 氏名 氏名カナ 所属 学年 記録 備考

令和元年7月27,28,29日
参加者(男子343人、女子247人）　参加校数123校　レース数134

◎競泳
備考欄について　（県中新）県中学新記録　（大会新）大会新記録　（標準突）全国標準記録突破
　　　（予選突）予選で全国標準記録突破　(全国)他種目で全国大会出場 (関東)関東大会出場権獲得

1 齊藤　　大 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ ぐんま国際 中3  2分17秒39 関東
2 齋藤　慶輝 ｻｲﾄｳ ﾖｼｷ 伊勢崎赤堀 中3  2分18秒20 関東
3 湯原　吉雅 ﾕﾊﾗ ｼﾞﾔ 沼田薄根 中3  2分22秒35 関東
4 昆野　太河 ｺﾝﾉ ﾀｲｶﾞ 榛東 中3  2分24秒82 関東
5 大堀　莉輝 ｵｵﾎﾞﾘ ﾘｷ 沼田西 中3  2分25秒50 関東
6 金子　諒大 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ 中央中等 中3  2分26秒35 全国
7 河端　琉斗 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾙﾄ 伊勢崎第四 中3  2分26秒99 関東
8 柴田　　隼 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾔﾄ 吉岡 中3  2分27秒74 関東
9 野中　　陸 ﾉﾅｶ ﾘｸ 前橋富士見 中2  2分27秒80 関東

10 山口　徹朗 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ 太田藪塚本町 中3  2分28秒35 関東
渋谷　宙志 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾁﾕｷ 藤岡北 中3  2分29秒66 関東
小倉　遼真 ｵｸﾞﾗ ﾊﾙﾏ 富岡西 中2  2分31秒20 関東
黒澤　琉来 ｸﾛｻﾜ ﾙｷ 安中第一 中1  2分32秒13 関東
小暮　桜軌 ｺｸﾞﾚ ｵｳｷ 前橋大胡 中2  2分32秒68 関東
細田　聖真 ﾎｿﾀﾞ ｾｲﾏ 館林第二 中2  2分33秒94 関東
渡邉　好晟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ 前橋木瀬 中1  2分34秒26 関東
毛呂　勇翔 ﾓﾛ ﾊﾔﾄ 伊勢崎第一 中3  2分34秒96 関東
磯　　憲侑 ｲｿ ｹﾝﾕｳ 邑楽 中3  2分35秒14 関東
吉川　陽向 ﾖｼｶﾜ ﾋﾅﾀ 邑楽大泉北 中2  2分36秒06 関東

1 野村　真紘 ﾉﾑﾗ ﾏﾋﾛ 新島学園 中3  2分20秒30 大会新 標準突
2 室橋　一颯 ﾑﾛﾊｼ ｲﾌﾞｷ 渋川金島 中3  2分24秒11 関東
3 新田　士童 ﾆｯﾀ ｼﾄﾞｳ 太田尾島 中2  2分29秒07 関東
4 本郷　　辰 ﾎﾝｺﾞｳ ｼﾞﾝ 桐生境野 中2  2分29秒15 関東
5 上原　大雅 ｳｴﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 高崎群馬南 中2  2分30秒20 関東
6 茂呂　優舞 ﾓﾛ ﾕｳﾏ 伊勢崎宮郷 中3  2分34秒19 関東
7 宮本　倖輔 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ 太田木崎 中2  2分34秒30 関東
8 阿部　大峨 ｱﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 太田藪塚本町 中2  2分35秒08 関東
9 岡西　詩生 ｵｶﾆｼ ｼｷ 邑楽板倉 中1  2分37秒31 関東

10 小嶋　奏翔 ｺｼﾞﾏ ｿｳｶﾞ 館林第一 中3  2分37秒96 関東
中里　壮希 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 安中第二 中1  2分40秒59 関東
髙橋　永遠 ﾀｶﾊｼ ﾄﾜ 太田宝泉 中3  2分41秒37 関東
小島　颯太 ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ 高崎中尾 中2  2分41秒71 関東
橋本　笙吾 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 館林第二 中2  2分41秒75 関東
松田　壮央 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ 邑楽大泉北 中2  2分42秒49 関東
藍原　颯大 ｱｲﾊﾗ ｿｳﾀ みどり笠懸 中3  2分43秒81 関東
小島　晄太 ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀ 高崎中尾 中2  2分43秒92 関東
岸和田　諒 ｷｼﾜﾀﾞ ﾏｺﾄ 桐生川内 中3  2分46秒78 関東
根岸　亮匠 ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 伊勢崎第三 中2  2分47秒05 関東

1 武　　快飛 ﾀｹ ｶｲﾄ 伊勢崎第一 中3  2分06秒37 標準突 予選突(2:05.38)
2 齋藤麗次郎 ｻｲﾄｳ ﾚｲｼﾞﾛｳ 太田宝泉 中3  2分09秒59 関東
3 吉永　隼毅 ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ 邑楽千代田 中2  2分13秒09 関東
4 狩野　健介 ｶﾉｳ ｹﾝｽｹ 榛東 中3  2分15秒84 関東
5 坊岡　玲眞 ﾎﾞｳｵｶ ﾚｲﾏ ぐんま国際 中2  2分16秒63 関東
6 石橋　　遼 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ 伊勢崎第一 中3  2分16秒86 関東
7 目黒　　類 ﾒｸﾞﾛ ﾙｲ 前橋第一 中2  2分18秒01 関東
8 石川　晴己 ｲｼｶﾜ ﾊﾙｷ 前橋大胡 中3  2分18秒81 関東
9 市川　勇星 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｾｲ 高崎八幡 中3  2分20秒81 関東

10 福田　達也 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ 前橋富士見 中1  2分22秒68 関東
植松　　禅 ｳｴﾏﾂ ｾﾞﾝ 高崎並榎 中1  2分26秒12 関東
髙木　諒人 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾄ 群大附 中3  2分28秒60 関東

1 堀金　佑吏 ﾎﾘｶﾈ ﾕｳﾘ 中央中等 中3  5分00秒42 全国
2 久保田　瞬 ｸﾎﾞﾀ ｼｭﾝ 太田毛里田 中2  5分03秒92 関東
3 茂呂　優舞 ﾓﾛ ﾕｳﾏ 伊勢崎宮郷 中3  5分04秒45 関東
4 俵　遼太郎 ﾀﾜﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中央中等 中2  5分11秒72 関東
5 三浦　悠希 ﾐｳﾗ ﾕｳｷ 新島学園 中3  5分13秒39 関東
6 清水　恭平 ｼﾐｽﾞ ｷｮｳﾍｲ 前橋宮城 中2  5分22秒84 関東
7 関口　　凌 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 渋川古巻 中1  5分25秒79 関東
8 新井　継人 ｱﾗｲ ｹｲﾄ 太田藪塚本町 中1  5分50秒84
9 北爪　大夢 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾋﾛﾑ 前橋宮城 中2  5分53秒14

10 瀬谷　　涼 ｾﾔ ﾘｮｳ 桐生新里 中3  6分00秒09
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令和元年度 第54回群馬県中学校総合体育大会 第71回水泳競技大会上位表 群馬県立敷島公園水泳場

※入賞は8位まで、掲載は入賞または関東出場者まで。

順位 氏名 氏名カナ 所属 学年 記録 備考

令和元年7月27,28,29日
参加者(男子343人、女子247人）　参加校数123校　レース数134

◎競泳
備考欄について　（県中新）県中学新記録　（大会新）大会新記録　（標準突）全国標準記録突破
　　　（予選突）予選で全国標準記録突破　(全国)他種目で全国大会出場 (関東)関東大会出場権獲得

1 金子　諒大 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ 中央中等 中学3  3分50秒43 標準突 
堀金　佑吏 ﾎﾘｶﾈ ﾕｳﾘ 中学3

矢嶋　千大 ﾔｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 中学2

鈴木　奏汰 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ 中学3

2 福田　達也 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ 前橋富士見 中学1  3分56秒84 関東
黒石　夏絃 ｸﾛｲｼ ｶｲﾄ 中学3

舩津　海斗 ﾌﾅﾂ ｶｲﾄ 中学3

福田　和樹 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ 中学3

3 田村　秀汰 ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾀ 群大附 中学2  3分58秒84 関東
久保田大翔 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾄ 中学1

髙木　諒人 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾄ 中学3

柴山　慶吏 ｼﾊﾞﾔﾏ ｹｲｼﾞ 中学2

4 町田　　優 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳ 伊勢崎赤堀 中学3  3分58秒94 関東
小林　楓太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳﾀ 中学2

寒梅　想眞 ｶﾝﾊﾞｲ ｿｳﾏ 中学3

齋藤　慶輝 ｻｲﾄｳ ﾖｼｷ 中学3

5 飯塚　芹卯 ｲｲﾂﾞｶ ｾﾘｳ 太田藪塚本町 中学3  4分00秒90 関東
阿部　大峨 ｱﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 中学2

川田　湊登 ｶﾜﾀ ﾐﾅﾄ 中学2

山口　徹朗 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ 中学3

6 寺田　大晟 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｲｾｲ 桐生新里 中学3  4分06秒69 関東
天沼　瑠偉 ｱﾏﾇﾏ ﾙｲ 中学2

深澤　千陽 ﾌｶｻﾜ ﾁﾊﾙ 中学3

茂木　友真 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳﾏ 中学3

7 堀ノ上碧人 ﾎﾘﾉｳｴ ｱｵﾄ 安中第二 中学2  4分07秒68 関東
中里　壮希 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 中学1

清水　楓雅 ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶﾞ 中学1

鈴木　雄大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 中学3

8 菅原　諒二 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳｼﾞ 館林第四 中学2  4分09秒74 関東
寺内翔太郎 ﾃﾗｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 中学3

石島　信頼 ｲｼｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾖﾘ 中学3

山中　　祐 ﾔﾏﾅｶ ﾀｽｸ 中学3

9 磯　　憲侑 ｲｿ ｹﾝﾕｳ 邑楽 中学3  4分10秒21 関東
岩澤　大和 ｲﾜｻﾜ ﾔﾏﾄ 中学1

関谷　健人 ｾｷﾔ ｹﾝﾄ 中学2

根立光一郎 ﾈﾀﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 中学1

10 菅原　榛太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾀ 伊勢崎第三 中学1  4分10秒26 関東
瀧澤　匡人 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 中学2

伊藤　隼樹 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 中学2

松村　息吹 ﾏﾂﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 中学3
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令和元年度 第54回群馬県中学校総合体育大会 第71回水泳競技大会上位表 群馬県立敷島公園水泳場

※入賞は8位まで、掲載は入賞または関東出場者まで。

順位 氏名 氏名カナ 所属 学年 記録 備考

令和元年7月27,28,29日
参加者(男子343人、女子247人）　参加校数123校　レース数134

◎競泳
備考欄について　（県中新）県中学新記録　（大会新）大会新記録　（標準突）全国標準記録突破
　　　（予選突）予選で全国標準記録突破　(全国)他種目で全国大会出場 (関東)関東大会出場権獲得

◎飛込
1 眞塩　剛輝 ﾏｼｵ ﾂﾖｷ 前橋東 中3 280.90点 標準突
2
3
4
5

1
2
3
4
5

◎戦評（競泳１日目）

◎戦評（競泳３日目）

県総体水泳競技、競泳１日目の結果は、予選競技のみであるが4つの全国大会出場記録突破があった。
女子800m自由形で青木　虹光(高崎寺尾　2年)が、男子1500m自由形で松橋　佳秀(桐生広沢　3年)が、女子4
×100mフリーリレーで群大附属中と前橋第五中が全国大会出場記録を突破した。
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令和元年度 第54回群馬県中学校総合体育大会 第71回水泳競技大会上位表 群馬県立敷島公園水泳場

※入賞は8位まで、掲載は入賞または関東出場者まで。

順位 氏名 氏名カナ 所属 学年 記録 備考
1 大串　実路 ｵｵｸﾞｼ ﾐﾉﾘ 高崎八幡 中3 27秒57 関東
2 大沢　真央 ｵｵｻﾜ ﾏﾋﾛ 高崎吉井西 中3 27秒82 関東
3 山野井七海 ﾔﾏﾉｲ ﾅﾅﾐ 館林第三 中2 28秒34 関東
4 須永ひとは ｽﾅｶﾞ ﾋﾄﾊ 前橋第五 中1 28秒55 全国
5 瀬宮　　歩 ｾﾐﾔ ｱﾕﾐ 高崎寺尾 中1 28秒75 関東
6 武井　　優 ﾀｹｲ ﾕｳ 群大附 中2 28秒85 全国
7 髙橋ひなの ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 高崎塚沢 中1 28秒99 関東
8 田村　純令 ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ 群大附 中3 29秒11 全国
9 大滝　楓香 ｵｵﾀｷ ﾌｳｶ 桐生桜木 中2 29秒54 関東

10 白幡　美桜 ｼﾗﾊﾀ ﾐｵ 桐生中央 中1 29秒60 関東
斎藤　愛奈 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾅ みどり笠懸南 中3 29秒67 関東
宮原姫来里 ﾐﾔﾊﾗ ｷﾗﾘ 伊勢崎第三 中2 29秒96 関東
植原　万遥 ｳｴﾊﾗ ﾏﾊﾙ 高崎第一 中1 29秒98 関東
木島みな弥 ｷｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 桐大附 中2 30秒10 関東
渡邉　　凛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 渋川古巻 中3 30秒16 関東
佐々木友梨 ｻｻｷ ﾕﾘ 沼田西 中3 30秒18 関東
小池　晴歌 ｺｲｹ ﾊﾙｶ 高崎群馬南 中2 30秒19 関東
森田　一琉 ﾓﾘﾀ ｲﾁﾙ 渋川古巻 中1 30秒27 関東
栁澤　愛里 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 甘楽 中1 30秒28 関東
大嶋　　葵 ｵｵｼﾏ ｱｵｲ 沼田池田 中3 30秒31 関東
影山　　愛 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｲ 中央中等 中1 30秒59 関東

1 角　　彩綾 ｽﾐ ｻｱﾔ 前橋第五 中1  2分10秒71 全国
2 松岡　汐里 ﾏﾂｵｶ ｼｵﾘ 高崎並榎 中2  2分10秒79 関東
3 尾籠　優菜 ｵｺﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊勢崎境西 中3  2分11秒18 関東
4 手塚亜唯子 ﾃﾂﾞｶ ｱｲｺ 高崎倉賀野 中2  2分11秒79 関東
5 中山　陽菜 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾅ 伊勢崎第二 中2  2分13秒36 関東
6 桑原　希望 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 群大附 中3  2分14秒22 全国
7 櫻井　花梨 ｻｸﾗｲ ｶﾘﾝ 高崎箕郷 中2  2分15秒99 関東
8 木村　実咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 渋川子持 中3  2分16秒10 関東
9 松川　美憂 ﾏﾂｶﾜ ﾐﾕｳ 前橋富士見 中2  2分17秒18 関東

10 藤生　璃音 ﾌｼﾞｳ ﾘﾉﾝ みどり笠懸南 中3  2分17秒65 関東
ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ百々子ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ ﾓﾓｺ ぐんま国際 中3  2分18秒96 関東
田村　唯世 ﾀﾑﾗ ﾕｲｾ 館林第四 中3  2分19秒08 関東
半田　雛子 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾅｺ 館林第四 中2  2分19秒32 関東
澁澤　　岬 ｼﾌﾞｻﾜ ﾐｻｷ 太田城西 中1  2分19秒99 関東
多田　萌瑚 ﾀﾀﾞ ﾓｴｺ 群大附 中1  2分22秒81 関東
小林　伊織 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ 伊勢崎赤堀 中2  2分23秒19 関東
永倉　千尋 ﾅｶﾞｸﾗ ﾁﾋﾛ 太田北 中2  2分23秒69 関東
渡邉あすか ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 川場 中1  2分24秒99 関東
五十畑ゆい ｲｿﾊﾀ ﾕｲ 館林第四 中3  2分25秒47 関東
佐藤　優奈 ｻﾄｳ ﾕｳﾅ 高崎片岡 中1  2分25秒88 関東

1 青木　虹光 ｱｵｷ ﾆｺ 高崎寺尾 中2  8分54秒93 標準突 
2 荒谷　桃花 ｱﾗﾔ ﾓﾓｶ 伊勢崎第一 中3  9分18秒20 関東
3 小保方乃愛 ｵﾎﾞｶﾀ ﾉｱ 伊勢崎あずま 中2  9分39秒47 関東
4 遠山　夢乃 ﾄｵﾔﾏ ﾕﾒﾉ 桐大附 中3  9分43秒97 関東
5 石田　莉子 ｲｼﾀﾞ ﾘｺ 館林第四 中3 10分01秒38 関東
6 西田　彩夏 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔｶ 吉岡 中2 10分11秒00 関東
7 山中　愛理 ﾔﾏﾅｶ ｱｲﾘ 太田毛里田 中3 10分39秒71 関東
8 下田　彩愛 ｼﾓﾀﾞ ｱﾔﾅ 佐波玉村 中3 11分25秒62
9 登坂　花音 ﾄｻｶ ｶﾉﾝ 前橋大胡 中3 11分40秒60

10 井上　未羽 ｲﾉｳｴ ﾐｳ 前橋大胡 中3 12分13秒98
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令和元年727,28,29日
参加者(男子343人、女子247人）　参加校数123校　レース数134

◎競泳
備考欄について　（県中新）県中学新記録　（大会新）大会新記録　（標準突）全国標準記録突破
　　　（予選突）予選で全国標準記録突破　(全国)他種目で全国大会出場 (関東)関東大会出場権獲得



令和元年度 第54回群馬県中学校総合体育大会 第71回水泳競技大会上位表 群馬県立敷島公園水泳場

※入賞は8位まで、掲載は入賞または関東出場者まで。

順位 氏名 氏名カナ 所属 学年 記録 備考

令和元年727,28,29日
参加者(男子343人、女子247人）　参加校数123校　レース数134

◎競泳
備考欄について　（県中新）県中学新記録　（大会新）大会新記録　（標準突）全国標準記録突破
　　　（予選突）予選で全国標準記録突破　(全国)他種目で全国大会出場 (関東)関東大会出場権獲得

1 中島このみ ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ 前橋鎌倉 中2  2分26秒81 関東
2 堤　　彩絆 ﾂﾂﾐ ｻｲﾊ 榛東 中1  2分28秒83 関東
3 鎌田　乙寧 ｶﾏﾀ ｵﾄﾈ 高崎豊岡 中1  2分28秒99 関東
4 嶋田　和花 ｼﾏﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 伊勢崎宮郷 中3  2分33秒19 関東
5 中村　陽菜 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾅ 渋川 中1  2分33秒74 関東
6 田中菜々瀬 ﾀﾅｶ ﾅﾅｾ 群馬中央 中2  2分35秒63 関東
7 太田　　舞 ｵｵﾀ ﾏｲ 高崎箕郷 中3  2分36秒01 関東
8 飯塚　詩穂 ｲｲﾂﾞｶ ｼﾎ 太田藪塚本町 中2  2分36秒37 関東
9 伊與久菜々 ｲﾖｸ ﾅﾅ 群大附 中1  2分37秒34 関東

10 渕本　愛唯 ﾌﾁﾓﾄ ｱｲ 伊勢崎第二 中2  2分37秒95 関東
上野　晴香 ｳｴﾉ ﾊﾙｶ 高崎長野郷 中2  2分38秒41 関東
白幡　美桜 ｼﾗﾊﾀ ﾐｵ 桐生中央 中1  2分39秒71 関東
田中　郁葉 ﾀﾅｶ ｲｸﾊ 吉岡 中2  2分39秒74 関東
齊藤　　梓 ｻｲﾄｳ ｱｽﾞｻ ぐんま国際 中1  2分39秒98 関東
佐々木香澄 ｻｻｷ ｶｽﾐ 館林第一 中3  2分40秒98 関東
上田　寧央 ｳｴﾀﾞ ﾈｵ 群大附 中2  2分41秒69 全国
山田　來実 ﾔﾏﾀﾞ ｸﾙﾐ 東吾妻 中2  2分43秒32 関東
中沢心結佳 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾕｶ 館林第一 中1  2分44秒20 関東

1 荻野　萌子 ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ 前橋第五 中2  2分40秒47 全国
2 角田　空咲 ｶｸﾀ ｿﾗ 太田北 中1  2分40秒68 関東
3 松村優里奈 ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘﾅ 高崎豊岡 中1  2分43秒75 関東
4 小杉　日依 ｺｽｷﾞ ﾋﾖﾘ 伊勢崎第一 中2  2分45秒90 関東
5 蜂須　優衣 ﾊﾁｽ ﾕｲ 四ツ葉学園 中1  2分46秒35 関東
6 西本　　恵 ﾆｼﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 高崎矢中 中3  2分46秒43 関東
7 尾内　咲穂 ｵﾅｲ ｻｷﾎ 共愛学園 中3  2分47秒01 関東
8 神戸　美空 ｶﾝﾍﾞ ﾐｸ 富岡西 中2  2分47秒53 関東
9 八木　佑月 ﾔｷﾞ ﾕﾂｷ 群大附 中2  2分49秒39 全国

10 大塚　万優 ｵｵﾂｶ ﾏﾋﾛ 邑楽 中2  2分50秒57 関東
小茂田琉七 ｺﾓﾀﾞ ﾙﾅ 伊勢崎第四 中1  2分59秒74 関東
青木ひなた ｱｵｷ ﾋﾅﾀ 沼田 中3  3分00秒82 関東
木村　夏希 ｷﾑﾗ ﾅﾂｷ ぐんま国際 中3  3分01秒23 関東
赤石　真彩 ｱｶｲｼ ﾏｱﾔ 大間々東 中2  3分02秒61 関東
北爪　　花 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾊﾅ 太田藪塚本町 中2  3分03秒95 関東
野口　天音 ﾉｸﾞﾁ ｱﾏﾈ 市立太田 中3  3分04秒47 関東
宇野　深紀 ｳﾉ ﾐﾉﾘ 富岡東 中2  3分05秒51 関東
齋藤　優衣 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 中央中等 中1  3分05秒99 関東
金子　遥香 ｶﾈｺ ﾊﾙｶ 富岡南 中3  3分06秒47 関東

1 熊木　杏菜 ｸﾏｷ ｱﾝﾅ 群大附 中3  2分24秒63 全国
2 井出　梨愛 ｲﾃﾞ ﾘｱｲ 前橋第五 中2  2分27秒20 全国
3 橋本さくら ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 群大附 中2  2分27秒54 関東
4 戸塚　麗子 ﾄﾂｶ ﾚｲｺ 安中第一 中2  2分28秒15 関東
5 松岡　朋花 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｶ 渋川北 中1  2分30秒74 関東
6 野中麻裕莉 ﾉﾅｶ ﾏﾕﾘ 前橋箱田 中2  2分30秒89 関東
7 須田　　麗 ｽﾀﾞ ｳﾗﾗ 渋川北橘 中1  2分37秒02 関東
8 植木　京佳 ｳｴｷ ｷｮｳｶ 太田藪塚本町 中2  2分37秒08 関東
9 湯浅　桃子 ﾕｱｻ ﾓﾓｺ 榛東 中2  2分39秒95 関東

10 新井　智尋 ｱﾗｲ ﾁﾋﾛ 共愛学園 中2  2分47秒17 関東

1 小杉　日依 ｺｽｷﾞ ﾋﾖﾘ 伊勢崎第一 中2  5分15秒90 関東
2 鎌田　真綾 ｶﾏﾀ ﾏｱﾔ 高崎豊岡 中1  5分16秒30 関東
3 柳世　茉希 ﾔﾅｷﾞｾ ﾏｷ 太田城西 中2  5分19秒99 関東
4 阿久津桜彩 ｱｸﾂ ﾐｱ 中央中等 中3  5分25秒19 関東
5 佐々木香澄 ｻｻｷ ｶｽﾐ 館林第一 中3  5分36秒82 関東
6 野本　真緒 ﾉﾓﾄ ﾏｵ 館林第一 中3  5分40秒03 関東
7 髙瀬　心菜 ﾀｶｾ ｺｺﾅ 渋川子持 中1  5分42秒42 関東
8 梅澤　祐季 ｳﾒｻﾞﾜ ﾕｷ 前橋粕川 中3  5分44秒74 関東
9 清水　咲良 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗ 高崎倉賀野 中1  5分53秒39 関東

10 佐藤　実夢 ｻﾄｳ ﾐﾑ 佐波玉村 中3  6分04秒28
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令和元年度 第54回群馬県中学校総合体育大会 第71回水泳競技大会上位表 群馬県立敷島公園水泳場

※入賞は8位まで、掲載は入賞または関東出場者まで。

順位 氏名 氏名カナ 所属 学年 記録 備考

令和元年727,28,29日
参加者(男子343人、女子247人）　参加校数123校　レース数134

◎競泳
備考欄について　（県中新）県中学新記録　（大会新）大会新記録　（標準突）全国標準記録突破
　　　（予選突）予選で全国標準記録突破　(全国)他種目で全国大会出場 (関東)関東大会出場権獲得

1 桑原　希望 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 群大附 中学3  4分09秒47 標準突 
熊木　杏菜 ｸﾏｷ ｱﾝﾅ 中学3

田村　純令 ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ 中学3

武井　　優 ﾀｹｲ ﾕｳ 中学2

2 半田　雛子 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾅｺ 館林第四 中学2  4分13秒62 関東
五十畑ゆい ｲｿﾊﾀ ﾕｲ 中学3

田村　唯世 ﾀﾑﾗ ﾕｲｾ 中学3

石田　莉子 ｲｼﾀﾞ ﾘｺ 中学3

3 須永ひとは ｽﾅｶﾞ ﾋﾄﾊ 前橋第五 中学1  4分15秒84 予選突( 4:10.51 )
井出　梨愛 ｲﾃﾞ ﾘｱｲ 中学2

荻野　萌子 ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ 中学2

角　　彩綾 ｽﾐ ｻｱﾔ 中学1

4 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ百々子ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ ﾓﾓｺ ぐんま国際 中学3  4分17秒56 関東
野田えみり ﾉﾀﾞ ｴﾐﾘ 中学2

清水　生成 ｼﾐｽﾞ ｷﾅﾘ 中学2

齊藤　　梓 ｻｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 中学1

5 鎌田　真綾 ｶﾏﾀ ﾏｱﾔ 高崎豊岡 中学1  4分21秒99 関東
葛野梨香子 ｸｽﾞﾉ ﾘｶｺ 中学2

松村優里奈 ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘﾅ 中学1

鎌田　乙寧 ｶﾏﾀ ｵﾄﾈ 中学1

6 影山　　愛 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｲ 中央中等 中学1  4分24秒42 関東
齋藤　優衣 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 中学1

髙野　唯愛 ﾀｶﾉ ﾕｱ 中学2

阿久津桜彩 ｱｸﾂ ﾐｱ 中学3

7 木村　実咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 渋川子持 中学3  4分26秒27 関東
髙瀬　心菜 ﾀｶｾ ｺｺﾅ 中学1

髙澤　望亜 ﾀｶｻﾞﾜ ﾓｱ 中学2

飯塚　愛梨 ｲｲﾂﾞｶ ｱｲﾘ 中学3

8 亀井絵梨香 ｶﾒｲ ｴﾘｶ 前橋富士見 中学2  4分27秒96 関東
田中　瑠唄 ﾀﾅｶ ﾙｳ 中学1

堤　　七聖 ﾂﾂﾐ ﾅﾅｾ 中学1

松川　美憂 ﾏﾂｶﾜ ﾐﾕｳ 中学2

9 茂木　愛姫 ﾓﾃｷﾞ ｱｲﾐ 榛東 中学2  4分28秒37 関東
堤　　彩絆 ﾂﾂﾐ ｻｲﾊ 中学1

福田　紗良 ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ 中学1

湯浅　桃子 ﾕｱｻ ﾓﾓｺ 中学2

10 飯塚　詩穂 ｲｲﾂﾞｶ ｼﾎ 太田藪塚本町 中学2  4分32秒64 関東
北爪　　花 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾊﾅ 中学2

長澤　陽花 ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 中学2

植木　京佳 ｳｴｷ ｷｮｳｶ 中学2

藤生　璃音 ﾌｼﾞｳ ﾘﾉﾝ みどり笠懸南 中学3  4分31秒92 関東
橋本　水晶 ﾊｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 中学2

斎藤　愛奈 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾅ 中学3

佐藤　真優 ｻﾄｳ ﾏﾕ 中学3
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令和元年度 第54回群馬県中学校総合体育大会 第71回水泳競技大会上位表 群馬県立敷島公園水泳場

※入賞は8位まで、掲載は入賞または関東出場者まで。

順位 氏名 氏名カナ 所属 学年 記録 備考

令和元年727,28,29日
参加者(男子343人、女子247人）　参加校数123校　レース数134

◎競泳
備考欄について　（県中新）県中学新記録　（大会新）大会新記録　（標準突）全国標準記録突破
　　　（予選突）予選で全国標準記録突破　(全国)他種目で全国大会出場 (関東)関東大会出場権獲得

◎飛込
1 小板橋咲良 ｺｲﾀﾊﾞｼ ｻﾗ 中央中等 中2 300.85点 標準突
2 坂入　美波 ｻｶｲﾘ　ﾐﾅﾐ 群大附 中1 186.15点
3 和田　紗英 ﾜﾀﾞ　ｻｴ 吉岡 中1 166.45点
4
5

1 小板橋咲良 ｺｲﾀﾊﾞｼ ｻﾗ 中央中等 中2 263.10点 標準突
2
3
4
5

◎戦評（競泳２日目）

◎戦評（飛込）

県総体水泳競技2日目は、10種目の予選競技と16種目の決勝競技が行われた。今日までの予選と決勝の結
果をあわせて男子は個人のべ4名、リレーチーム1チーム、女子は個人のべ2名、リレー4チームが全国出場を
決めた。
また、男子200m平泳ぎ予選、同決勝において野村　真紘（新島学園　3年）が大会新記録を樹立した。

県総体水泳競技3日目に飛込競技が行われた。女子1名が標準記録を突破し、全国大会出場を決めた。小板
橋さら
（中央中等　2年）は、持ち味の長い手足を生かした大きく美しく力強い演技で、飛板飛込と高飛込で優勝をし、
全国大会の出場権を獲得した。昨年よりも難易率が上がり、演技も堂々としたことから全国大会での活躍が
期待される。
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