
平成29年度関東中学校水泳競技大会群馬県選手の記録 千葉国際水泳場
平成29年8月8日（火）～10日（木）

※1段は予選のみ、2段は上段が予選、下段が決勝
種目 氏名 氏名カナ 所属 学年 記録 順位 備考

27秒92 8位
27秒98 9位

内山　栞里 ｳﾁﾔﾏ ｼｵﾘ みどり笠懸 中3 28秒19 17位
榎田　璃美 ｴﾉｷﾀﾞ ﾘﾐ 前橋第七 中2 28秒26 20位
田中　遥希 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 群馬中央 中2 28秒28 21位
野口　愛奈 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅ 太田旭 中2 28秒92 40位
大沢　真央 ｵｵｻﾜ ﾏﾋﾛ 高崎吉井西 中1 29秒09 49位
古畑佳寿美 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾐ 桐生相生 中3 1分01秒51 18位
大串　実路 ｵｵｸﾞｼ ﾐﾉﾘ 高崎八幡 中1 1分02秒37 32位
野口　愛奈 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅ 太田旭 中2 1分02秒82 36位
山口　祐奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 富岡東 中2 1分03秒72 47位
榎田　璃美 ｴﾉｷﾀﾞ ﾘﾐ 前橋第七 中2 1分02秒76 35位
田中　遥希 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 群馬中央 中2 1分01秒56 21位
大串　実路 ｵｵｸﾞｼ ﾐﾉﾘ 高崎八幡 中1 2分15秒33 31位
近藤　まこ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺ 中央中等 中3 2分12秒44 11位
金田　真依 ｶﾈﾀ ﾏｲ 渋川子持 中3 2分14秒25 24位
松島　あみ ﾏﾂｼﾏ ｱﾐ 市立太田 中2 2分16秒72 34位
遠山　愛乃 ﾄｵﾔﾏ ｱﾉ みどり大間々 中3 2分15秒53 32位
岩波　　茜 ｲﾜﾅﾐ ｱｶﾈ 前橋南橘 中3 2分17秒49 36位
近藤　まこ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺ 中央中等 中3 4分37秒10 12位
遠山　夢乃 ﾄｵﾔﾏ ﾕﾒﾉ 大間々東 中1 4分47秒90 33位
金田　真依 ｶﾈﾀ ﾏｲ 渋川子持 中3 4分45秒54 30位
松島　あみ ﾏﾂｼﾏ ｱﾐ 市立太田 中2 4分25秒11 28位
野尻　愛紗 ﾉｼﾞﾘ ｱｲｻ 高崎高南 中3 4分53秒43 39位
岩波　　茜 ｲﾜﾅﾐ ｱｶﾈ 前橋南橘 中3 4分50秒52 36位
遠山　夢乃 ﾄｵﾔﾏ ﾕﾒﾉ 大間々東 中1 9分48秒58 17位
髙木　雅姫 ﾀｶｷﾞ ﾏｻｷ 榛東 中2 9分43秒67 13位
川田　杏樹 ｶﾜﾀ ｱﾝｼﾞｭ 高崎倉賀野 中2 9分58秒11 22位
須永ひまり ｽﾅｶﾞ ﾋﾏﾘ 中央中等 中3 1分07秒99 18位

1分07秒39 10位
1分07秒53 ９位

瀬川さくら ｾｶﾞﾜ ｻｸﾗ 高崎塚沢 中2 1分09秒23 25位
小林　晴花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 市立太田 中3 1分09秒24 26位
飯島　　凛 ｲｲｼﾞﾏ ﾘﾝ 高崎矢中 中3 1分11秒00 35位
金子　瑞歩 ｶﾈｺ ﾐｽﾞﾎ 邑楽 中2 1分11秒63 40位

2分24秒94 10位
2分24秒87 10位

須永ひまり ｽﾅｶﾞ ﾋﾏﾘ 中央中等 中3 2分28秒41 21位
小林　晴花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 市立太田 中3 2分29秒95 27位
金子　瑞歩 ｶﾈｺ ﾐｽﾞﾎ 邑楽 中2 2分30秒23 28位
野村　未桜 ﾉﾑﾗ ﾐｵ 新島学園 中2 2分30秒96 33位
川井　咲花 ｶﾜｲ ｻｸﾗ 前橋第六 中2 2分34秒45 43位

1分15秒07 8位
1分14秒78 ７位 入賞
1分15秒28 10位
1分15秒66 10位

風越　彩妃 ｶｻﾞｺｼ ｻｷ 桐大附 中1 1分16秒56 17位
三木　杏華 ﾐｷ ｷｮｳｶ 甘楽 中3 1分18秒23 33位
井野　凪紗 ｲﾉ ﾅｷﾞｻ 前橋木瀬 中2 1分19秒56 41位
玉井菜々花 ﾀﾏｲ ﾅﾅｶ 前橋広瀬 中2 1分19秒01 36位

2分38秒57 4位
2分40秒59 9位
2分39秒44 7位
2分39秒67 5位 入賞

高山　紅音 ﾀｶﾔﾏ ｱｶﾈ 前橋富士見 中2 2分42秒66 13位
常岡　愛美 ﾂﾈｵｶ ﾏﾅﾐ 太田西 中3 2分44秒81 22位
木本　帆香 ｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 富岡東 中3 2分50秒68 40位
ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ菜々子 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ ﾅﾅｺ ぐんま国際 中2 2分46秒03 26位

女子 200m
平泳ぎ

鈴木　千尋 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 桐生桜木 中3

風越　彩妃 ｶｻﾞｺｼ ｻｷ 桐大附 中1

女子 100m
平泳ぎ

鈴木　千尋 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 桐生桜木 中3

常岡　愛美 ﾂﾈｵｶ ﾏﾅﾐ 太田西 中3

みどり笠懸 中3

女子 200m
背泳ぎ

瀬川さくら ｾｶﾞﾜ ｻｸﾗ 高崎塚沢 中2

女子 200m
自由形

女子 400m
自由形

女子 800m
自由形

女子 100m
背泳ぎ

内山　栞里 ｳﾁﾔﾏ ｼｵﾘ

女子 50m
自由形

古畑佳寿美 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾐ 桐生相生 中3

女子 100m
自由形



種目 氏名 氏名カナ 所属 学年 記録 順位 備考
佐藤　瑠風 ｻﾄｳ ﾙｳ 前橋第六 中3 1分07秒69 31位
尾籠　優菜 ｵｺﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊勢崎境西 中1 1分08秒75 41位
本郷　樺乃 ﾎﾝｺﾞｳ ｶﾉ 桐生境野 中2 1分08秒25 35位
坂庭　沙奈 ｻｶﾆﾜ ｻﾅ 太田綿打 中2 1分08秒48 39位
冨賀見柊子 ﾌｶﾐ ﾄｳｺ 市立太田 中3 1分09秒96 49位
菊地　愛美 ｷｸﾁ ﾏﾅﾐ 高崎塚沢 中2 1分10秒36 52位

2分23秒24 10位
2分25秒03 10位

冨賀見柊子 ﾌｶﾐ ﾄｳｺ 市立太田 中3 2分30秒52 32位
小倉　涼花 ｵｸﾞﾗ ﾘﾅ 邑楽 中3 2分34秒46 40位
坂庭　沙奈 ｻｶﾆﾜ ｻﾅ 太田綿打 中2 2分34秒34 39位
菊地　愛美 ｷｸﾁ ﾏﾅﾐ 高崎塚沢 中2 2分35秒02 42位
後閑　愛実 ｺﾞｶﾝ ｱﾐ 高崎榛名 中2 2分31秒75 34位
槇　栞絵理 ﾏｷ ｼｴﾘ みどり大間々 中3 2分31秒55 19位
高山　紅音 ﾀｶﾔﾏ ｱｶﾈ 前橋富士見 中2 2分31秒66 20位
吉澤穂乃佳 ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 前橋大胡 中2 2分31秒66 20位
遠山　愛乃 ﾄｵﾔﾏ ｱﾉ みどり大間々 中3 2分33秒25 31位
荒谷　桃花 ｱﾗﾔ ﾓﾓｶ 伊勢崎第一 中1 2分33秒82 33位
田沼恵利花 ﾀﾇﾏ ｴﾘｶ 桐生桜木 中2 2分34秒29 34位
吉澤穂乃佳 ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 前橋大胡 中2 5分20秒27 12位
荒谷　桃花 ｱﾗﾔ ﾓﾓｶ 伊勢崎第一 中1 5分20秒24 11位
槇　栞絵理 ﾏｷ ｼｴﾘ みどり大間々 中3 5分21秒27 14位
黒古　大樹 ｸﾛｺ ﾀﾞｲｷ 前橋粕川 中2 25秒67 13位
川端　志門 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾓﾝ 佐波玉村南 中3 26秒11 27位
中島光太朗 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 前橋粕川 中3 25秒98 25位
德田　龍輝 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾂｷ 前橋箱田 中3 26秒12 28位
石邑　　光 ｲｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 前橋南橘 中3 26秒36 33位
膳　　駿丞 ｾﾞﾝ ｼｭﾝｽｹ 四ツ葉学園 中2 26秒38 34位
荒木勇太郎 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ みどり笠懸南 中3 56秒35 14位
菅原　邑介 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 館林第四 中2 57秒00 23位
黒古　大樹 ｸﾛｺ ﾀﾞｲｷ 前橋粕川 中2 56秒44 16位
川端　志門 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾓﾝ 佐波玉村南 中3 57秒50 34位
德田　龍輝 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾂｷ 前橋箱田 中3 58秒45 45位
丹羽　歩夢 ﾆﾜ ｱﾕﾑ 桐生中央 中2 57秒97 40位

2分01秒41 4位
1分59秒00 １位 優勝
1分59秒79 1位
2分00秒01 ２位 入賞

菅原　邑介 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 館林第四 中2 2分03秒14 17位
原田　　晟 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 太田西 中2 2分07秒70 40位
井上　裕人 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 前橋鎌倉 中3 2分05秒97 32位
丹羽　歩夢 ﾆﾜ ｱﾕﾑ 桐生中央 中2 2分06秒94 37位

4分14秒53 2位
4分13秒44 ２位 入賞

上野　幸一 ｳｴﾉ ｺｳｲﾁ 太田西 中3 4分27秒94 28位
針ヶ谷滋永 ﾊﾘｶﾞﾔ ｼﾞｴｲ 邑楽板倉 中3 4分30秒08 33位
井上　裕人 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 前橋鎌倉 中3 4分29秒96 32位
岩田　　凱 ｲﾜﾀ ｶｲ 榛東 中2 4分32秒94 38位
小野田　凪 ｵﾉﾀﾞ ﾅｷﾞ 館林第三 中2 4分30秒80 35位
関口祐一朗 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高崎高松 中3 17分47秒67 16位 800m9:30.86
大林　哉斗 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾄ 前橋第六 中2 18分27秒08 20位 800m9:43.03
山田　灯流 ﾔﾏﾀﾞ ﾃｲﾙ 富岡 中2 17分46秒49 14位 800m9:25.55

1分02秒86 10位
1分02秒58 ７位 入賞

浅見　大和 ｱｻﾐ ﾔﾏﾄ 前橋第五 中3 1分04秒23 30位
羽鳥　雄大 ﾊﾄﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 高崎中尾 中2 1分03秒84 23位
小林　史弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 前橋第一 中3 1分04秒26 31位
佐野　太一 ｻﾉ ﾀｲﾁ 桐生清流 中2 1分05秒08 40位
小濱　壱晟 ｺﾊﾏ ｲｯｾｲ 桐生中央 中2 1分05秒41 42位
岩﨑　優介 ｲﾜｻｷ ﾕｳｽｹ 伊勢崎第四 中3 2分18秒66 24位
羽鳥　雄大 ﾊﾄﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 高崎中尾 中2 2分19秒22 27位
浅見　大和 ｱｻﾐ ﾔﾏﾄ 前橋第五 中3 2分20秒51 32位
小濱　壱晟 ｺﾊﾏ ｲｯｾｲ 桐生中央 中2 2分20秒24 31位
太田　一麻 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾏ 高崎吉井中央 中3 2分19秒93 26位
上野　幸一 ｳｴﾉ ｺｳｲﾁ 太田西 中3 2分21秒69 37位

男子 100m
背泳ぎ

岩﨑　優介 ｲﾜｻｷ ﾕｳｽｹ 伊勢崎第四 中3

男子 200m
背泳ぎ

男子 400m
自由形

川野　陽己 ｶﾜﾉ ﾊﾙｷ 高崎第一 中2

男子1500m
自由形

ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ みどり笠懸南 中3

川野　陽己 ｶﾜﾉ ﾊﾙｷ 高崎第一 中2

女子 200m
個人メドレー

女子 400m
個人メドレー

男子 50m
自由形

男子 100m
自由形

男子 200m
自由形

荒木勇太郎

女子 100m
バタフライ

女子 200m
バタフライ

佐藤　瑠風 ｻﾄｳ ﾙｳ 前橋第六 中3



種目 氏名 氏名カナ 所属 学年 記録 順位 備考
1分07秒29 1位
1分07秒02 1位 優勝

佐々木淳成 ｻｻｷ ｱﾂﾅﾘ 館林第一 中3 1分09秒60 26位
岸和田　司 ｷｼﾜﾀﾞ ﾂｶｻ 桐生川内 中3 1分11秒53 43位
渡辺　琉叶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲﾄ 高崎箕郷 中3 1分09秒47 24位
石原　志紘 ｲｼﾊﾗ ﾕｷﾋﾛ 前橋第七 中3 1分12秒30 48位
槌谷　俊亮 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 前橋東 中2 1分12秒21 47位

2分25秒80 4位
2分26秒61 ６位 入賞

野村　真紘 ﾉﾑﾗ ﾏﾋﾛ 新島学園 中1 2分36秒33 43位
石原　志紘 ｲｼﾊﾗ ﾕｷﾋﾛ 前橋第七 中3 2分35秒34 39位
林　直緒人 ﾊﾔｼ ﾅｵﾄ 太田城西 中3 2分36秒75 44位
槌谷　俊亮 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 前橋東 中2 2分39秒31 51位
岸和田　司 ｷｼﾜﾀﾞ ﾂｶｻ 桐生川内 中3 2分37秒28 47位
林　直緒人 ﾊﾔｼ ﾅｵﾄ 太田城西 中3 1分00秒29 16位
川中子琢巳 ｶﾜﾅｺﾞ ﾀｸﾐ 樹徳 中3 1分00秒57 21位
青木　諒馬 ｱｵｷ ﾘｮｳﾏ 館林第一 中3 1分02秒25 42位
角田孝太郎 ﾂﾉﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 群大附 中2 1分03秒20 46位
関口　裕大 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 太田西 中2 1分02秒50 44位
佐藤　　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 桐生中央 中3 1分02秒44 43位
川中子琢巳 ｶﾜﾅｺﾞ ﾀｸﾐ 樹徳 中3 2分14秒47 11位

2分13秒11 7位
2分12秒77 ８位 入賞

岡田　惠叶 ｵｶﾀﾞ ｹｲﾄ 伊勢崎第四 中3 2分15秒87 17位
町田　永遠 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾜ 太田生品 中3 2分19秒05 31位
関口　裕大 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 太田西 中2 2分22秒02 43位
権田翔太郎 ｺﾞﾝﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 太田休泊 中3 2分23秒54 45位

2分16秒67 7位
2分15秒92 ６位 入賞

坊岡　優眞 ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ ぐんま国際 中2 2分19秒18 18位
岡田　惠叶 ｵｶﾀﾞ ｹｲﾄ 伊勢崎第四 中3 2分18秒35 15位
昆野　裕樹 ｺﾝﾉ ﾕｳｷ 榛東 中3 2分19秒90 21位
太田　翔揮 ｵｵﾀ ﾄｷ 前橋第一 中3 2分23秒54 38位
奈良　和樹 ﾅﾗ ｶｽﾞｷ 伊勢崎あずま 中3 2分20秒96 25位
太田　翔揮 ｵｵﾀ ﾄｷ 前橋第一 中3 4分55秒45 13位

4分51秒83 7位
4分49秒94 7位 入賞
4分48秒99 3位
4分53秒24 10位

館林第四 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ4 菅原・篠塚・田村・関口 男 4分04秒81 23位 予選１泳57.43

前橋粕川 ｶｽｶﾜ 黒古・竹市・石井・中島 男 3分58秒61 12位 予選１泳57.50

高崎中尾 ﾅｶｵ 羽鳥・岩井・高橋・樺澤 男 4分03秒82 22位 予選１泳58.66

伊勢崎第四 ｲｾｻｷ4 4分23秒88 7位 予選１泳1:03.90

失格 決勝１泳1:03.53

伊勢崎あずま ｲｾｻｷｱｽﾞﾏ 越本・磯・奈良・岡田 男 4分32秒84 19位 予選１泳1:08.82

みどり笠懸南 ｶｻｶｹﾐﾅﾐ 阿左美・赤石・荒木・今井 男 4分44秒72 27位 予選１泳1:10.19

中央中等 ﾁｭｳｵｳﾁｭｳﾄｳ 4分19秒34 9位 予選１泳1:01.35

4分17秒61 ８位 決勝１泳1:01.82入賞

群大附 ｸﾞﾝﾀﾞｲﾌ 女 4分21秒92 12位 予選１泳1:04.94

市立太田 ｲﾁﾘﾂｵｵﾀ 4分20秒39 10位 予選１泳1:04.44

4分20秒03 10位 決勝１泳1:05.04

中央中等 ﾁｭｳｵｳﾁｭｳﾄｳ 4分44秒69 7位 予選１泳1:08.58

4分40秒06 ５位 決勝１泳1:08.30入賞

市立太田 ｲﾁﾘﾂｵｵﾀ 4分48秒49 10位 予選１泳1:09.80

4分47秒84 10位 決勝１泳1:09.27

群大附 ｸﾞﾝﾀﾞｲﾌ 五十嵐・狩野・熊木・桑原 女 4分50秒22 12位 予選１泳1:11.33

女子400m
FR

女
近藤・毒島・俵・須永

女
山口・冨賀見・小林・松島

女子400ｍ
MR

女
須永・阿久津・吉田・近藤

女
小林・野口・冨賀見・松島

昆野　裕樹 ｺﾝﾉ ﾕｳｷ 榛東 中3

男子４００ｍ
FR

男子400ｍ
MR

男
岩﨑・山下・岡田・岩﨑

男子 200m
個人メドレー

橋本　大河 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 太田城東 中3

男子 400m
個人メドレー

橋本　大河 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 太田城東 中3

男子 100m
バタフライ

男子 200m
バタフライ

青木　諒馬 ｱｵｷ ﾘｮｳﾏ 館林第一 中3

男子 100m
平泳ぎ

齋藤　　翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 佐波玉村南 中3

男子 200m
平泳ぎ

佐々木淳成 ｻｻｷ ｱﾂﾅﾘ 館林第一 中3


