
平成30年度関東中学校水泳競技大会群馬県選手の記録 山梨県：小瀬スポーツ公園水泳場
平成30年8月8日（水）～10日（金）

※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 予選記録 予選順位 備考

榎田　璃美 ｴﾉｷﾀﾞ ﾘﾐ 前橋第七 中3 28秒24 19位
田中　遥希 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 群馬中央 中3 28秒46 27位
山口　祐奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 富岡東 中3 28秒65 35位
毒島　奈央 ﾌﾞｽｼﾞﾏ ﾅｵ 中央中等 中3 28秒96 43位
牧野　郁美 ﾏｷﾉ ｲｸﾐ 沼田 中3 29秒73 48位
大沢　真央 ｵｵｻﾜ ﾏﾋﾛ 高崎吉井西 中2 28秒90 40位
野口　愛奈 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅ 太田旭 中3 1分02秒85 40位
松岡　汐里 ﾏﾂｵｶ ｼｵﾘ 高崎並榎 中1 1分02秒42 36位
田中　遥希 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 群馬中央 中3 1分02秒17 33位
大串　実路 ｵｵｸﾞｼ ﾐﾉﾘ 高崎八幡 中2 1分02秒21 34位
榎田　璃美 ｴﾉｷﾀﾞ ﾘﾐ 前橋第七 中3 1分03秒25 41位
山口　祐奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 富岡東 中3 1分02秒07 30位
野口　愛奈 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅ 太田旭 中3 2分15秒17 28位
大串　実路 ｵｵｸﾞｼ ﾐﾉﾘ 高崎八幡 中2 2分13秒77 18位
松岡　汐里 ﾏﾂｵｶ ｼｵﾘ 高崎並榎 中1 2分15秒42 30位
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2 2分16秒53 34位
中山　陽菜 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾅ 伊勢崎第二 中1 2分16秒82 36位
桑原　希望 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 群大附 中2 2分17秒08 37位

4分37秒32 8位
4分36秒10 7位 入賞

小保方乃愛 ｵﾎﾞｶﾀ ﾉｱ 伊勢崎あずま 中1 4分39秒91 15位
遠山　夢乃 ﾄｵﾔﾏ ﾕﾒﾉ 桐大附 中2 4分44秒52 29位
松島　あみ ﾏﾂｼﾏ ｱﾐ 市立太田 中3 4分40秒27 17位
石渡　　茜 ｲｼﾜﾀﾘ ｱｶﾈ 吉岡 中3 4分50秒03 41位
手塚亜唯子 ﾃﾂﾞｶ ｱｲｺ 高崎倉賀野 中1 4分48秒87 38位
小保方乃愛 ｵﾎﾞｶﾀ ﾉｱ 伊勢崎あずま 中1 9分32秒92 10位
遠山　夢乃 ﾄｵﾔﾏ ﾕﾒﾉ 桐大附 中2 9分52秒49 19位
松島　あみ ﾏﾂｼﾏ ｱﾐ 市立太田 中3 9分35秒22 12位
瀬川さくら ｾｶﾞﾜ ｻｸﾗ 高崎塚沢 中3 1分09秒45 18位
野村　未桜 ﾉﾑﾗ ﾐｵ 新島学園 中3 1分09秒69 23位
中島このみ ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ 前橋鎌倉 中1 1分10秒40 31位
佐藤　真優 ｻﾄｳ ﾏﾕ みどり笠懸南 中2 1分12秒04 37位
山口　　舞 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 市立太田 中3 1分13秒13 43位
橋本愛梨沙 ﾊｼﾓﾄ ｱﾘｻ 太田城東 中3 1分13秒87 46位

2分25秒94 8位
2分27秒15 9位

野村　未桜 ﾉﾑﾗ ﾐｵ 新島学園 中3 2分26秒61 10位
中島このみ ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ 前橋鎌倉 中1 2分32秒73 28位
片岡あやな ｶﾀｵｶ ｱﾔﾅ 館林第一 中3 2分34秒67 35位
山口　　舞 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 市立太田 中3 2分34秒16 33位
金子　瑞歩 ｶﾈｺ ﾐｽﾞﾎ 邑楽 中3 2分40秒53 46位
橋本さくら ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 高崎群馬南 中3 1分15秒75 17位
荻野　萌子 ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ 前橋第五 中1 1分15秒67 16位
阿久津桜彩 ｱｸﾂ ﾐｱ 中央中等 中2 1分17秒17 26位
野田えみり ﾉﾀﾞ ｴﾐﾘ ぐんま国際 中1 1分18秒27 33位
鈴木　綾乃 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾉ 邑楽南 中3 1分20秒74 38位
神戸　美空 ｶﾝﾍﾞ ﾐｸ 富岡西 中1 1分18秒99 36位
橋本さくら ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 高崎群馬南 中3 2分41秒69 12位

2分40秒65 8位
2分40秒22 5位 入賞

高山　紅音 ﾀｶﾔﾏ ｱｶﾈ 前橋富士見 中3 2分43秒81 22位
小杉　日依 ｺｽｷﾞ ﾋﾖﾘ 伊勢崎第一 中1 2分48秒37 33位
尾内　咲穂 ｵﾅｲ ｻｷﾎ 共愛学園 中2 2分49秒60 35位
西本　　恵 ﾆｼﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 高崎矢中 中2 2分50秒76 36位

中1

伊勢崎第一 中2

女子 800m
自由形

女子 100m
背泳ぎ

女子 200m
背泳ぎ

瀬川さくら ｾｶﾞﾜ ｻｸﾗ 高崎塚沢 中3

ｱﾗﾔ ﾓﾓｶ

女子 100m
平泳ぎ

女子 200m
平泳ぎ

荻野　萌子 ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ 前橋第五

女子 50m
自由形

女子 100m
自由形

女子 200m
自由形

女子 400m
自由形

荒谷　桃花



種目 氏名 氏名カナ 所属 学年 予選記録 予選順位 備考
野中麻裕莉 ﾉﾅｶ ﾏﾕﾘ 前橋箱田 中1 1分06秒52 24位
尾籠　優菜 ｵｺﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊勢崎境西 中2 1分06秒45 23位
熊木　杏菜 ｸﾏｷ ｱﾝﾅ 群大附 中2 1分08秒10 35位
田中　寧子 ﾀﾅｶ ﾈﾈ 高崎高松 中3 1分09秒52 40位
本郷　樺乃 ﾎﾝｺﾞｳ ｶﾉ 桐生境野 中3 1分07秒63 31位
大沢　真央 ｵｵｻﾜ ﾏﾋﾛ 高崎吉井西 中2 1分08秒98 38位

2分23秒40 7位
2分24秒08 6位 入賞

坂庭　沙奈 ｻｶﾆﾜ ｻﾅ 太田綿打 中3 2分25秒99 18位
尾籠　優菜 ｵｺﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊勢崎境西 中2 2分29秒18 32位
桝井　碧海 ﾏｽｲ ｱﾐ 邑楽大泉北 中3 2分33秒26 37位
橋本さくら ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 群大附 中1 2分34秒63 39位
川田　杏樹 ｶﾜﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 高崎倉賀野 中3 2分35秒28 40位
吉澤穂乃佳 ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 前橋大胡 中3 2分29秒89 16位
高山　紅音 ﾀｶﾔﾏ ｱｶﾈ 前橋富士見 中3 2分29秒83 15位
尾内　咲穂 ｵﾅｲ ｻｷﾎ 共愛学園 中2 2分34秒46 31位
田沼恵利花 ﾀﾇﾏ ｴﾘｶ 桐生桜木 中3 2分35秒13 34位
川田　杏樹 ｶﾜﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 高崎倉賀野 中3 2分38秒40 42位
毒島　奈央 ﾌﾞｽｼﾞﾏ ﾅｵ 中央中等 中3 2分36秒87 39位

5分16秒74 8位
5分15秒65 8位 入賞

狩野　　碧 ｶﾉｳ ｱｵｲ 群大附 中3 5分30秒97 18位
田沼恵利花 ﾀﾇﾏ ｴﾘｶ 桐生桜木 中3 5分28秒06 13位

4分12秒33 3位 1泳1分03秒05

4分11秒68 4位 入賞　1泳1分03秒03

4分17秒05 8位 1泳1分06秒41

4分19秒53 9位 1泳1分06秒82

みどり笠懸南 4分22秒59 14位 1泳1分06秒17

4分44秒16 5位 １泳　1分14秒96

4分43秒23 6位 入賞　１泳　1分13秒55

中央中等 4分53秒49 15位 １泳1分18秒13

前橋富士見 4分51秒80 12位 １泳1分18秒32

女子400m
FR

群大附 武井・桑原・竹越・田村

前橋富士見 志塚・松川・有馬・高山

藤田･藤生･斎藤･佐藤

女子400ｍ
MR

群大附 狩野･八木･熊木･桑原

吉田･阿久津･毒島･髙野
亀井･有馬･高山･松川

中2

女子 100m
バタフライ

女子 200m
バタフライ

吉澤穂乃佳 ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 前橋大胡 中3

女子 200m
個人メドレー

女子 400m
個人メドレー

荒谷　桃花 ｱﾗﾔ ﾓﾓｶ 伊勢崎第一



種目 氏名 氏名カナ 所属 学年 予選記録 予選順位 備考
膳　　駿丞 ｾﾞﾝ ｼｭﾝｽｹ 四ツ葉学園 中3 26秒00 25位
角田孝太郎 ﾂﾉﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 群大附 中3 26秒21 33位
柴崎　暖己 ｼﾊﾞｻｷ ﾊﾙｷ 佐波玉村 中3 26秒66 40位
石原　琉成 ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 太田毛里田 中3 26秒08 27位
石川　　蒼 ｲｼｶﾜ ｿｳ 四ツ葉学園 中1 26秒43 36位
渡邉　武人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾄ 川場 中3 27秒02 44位
膳　　駿丞 ｾﾞﾝ ｼｭﾝｽｹ 四ツ葉学園 中3 57秒96 38位
石原　琉成 ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 太田毛里田 中3 57秒51 29位
丹羽　歩夢 ﾆﾜ ｱﾕﾑ 桐生中央 中3 57秒57 31位
戸谷　頼悟 ﾄﾔ ﾗｲｺﾞ 高崎矢中 中3 57秒65 33位
原田　　晟 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 太田西 中3 58秒22 40位
石川　　蒼 ｲｼｶﾜ ｿｳ 四ツ葉学園 中1 57秒83 36位

2分00秒36 2位
1分59秒03 2位 入賞
2分00秒95 4位
2分00秒18 4位 入賞

鈴木　奏汰 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ 中央中等 中2 2分10秒98 45位
戸谷　頼悟 ﾄﾔ ﾗｲｺﾞ 高崎矢中 中3 2分06秒05 29位
丹羽　歩夢 ﾆﾜ ｱﾕﾑ 桐生中央 中3 2分05秒60 27位
岩田　　凱 ｲﾜﾀ ｶｲ 榛東 中3 2分05秒37 24位

4分17秒01 7位
4分18秒52 9位
4分13秒30 2位
4分10秒05 1位 優勝

松橋　佳秀 ﾏﾂﾊｼ ﾖｼﾋﾃﾞ 桐生広沢 中2 4分19秒13 11位
山田　灯流 ﾔﾏﾀﾞ ﾃｲﾙ 富岡 中3 4分24秒99 26位
大林　哉斗 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾄ 前橋第六 中3 4分29秒85 33位
小野田　凪 ｵﾉﾀﾞ ﾅｷﾞ 館林第三 中3 4分32秒65 39位

16分51秒49 3位 800m8分58秒37
16分54秒91 4位 入賞　800m8分59秒40

山田　灯流 ﾔﾏﾀﾞ ﾃｲﾙ 富岡 中3 17分41秒34 13位 800m9分21秒10
大林　哉斗 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾄ 前橋第六 中3 17分51秒41 16位 800m9分19秒05
佐野　太一 ｻﾉ ﾀｲﾁ 桐生清流 中3 1分04秒31 13位
小濱　壱晟 ｺﾊﾏ ｲｯｾｲ 桐生中央 中3 1分04秒42 15位

1分03秒78 9位
1分03秒36 6位 入賞

齋藤　慶輝 ｻｲﾄｳ ﾖｼｷ 伊勢崎赤堀 中2 1分05秒54 23位
要田　一颯 ﾖｳﾀﾞ ｲｯｻ 伊勢崎第二 中3 1分06秒77 40位
湯原　吉雅 ﾕﾊﾗ ｼﾞﾔ 沼田薄根 中2 1分05秒58 24位
小濱　壱晟 ｺﾊﾏ ｲｯｾｲ 桐生中央 中3 2分19秒56 16位
羽鳥　雄大 ﾊﾄﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 高崎中尾 中3 2分20秒48 21位
齊藤　　大 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ ぐんま国際 中2 2分23秒02 32位
要田　一颯 ﾖｳﾀﾞ ｲｯｻ 伊勢崎第二 中3 2分22秒14 30位
越本　星也 ｺｼﾓﾄ ｾｲﾔ 伊勢崎あずま 中3 2分27秒48 42位
齋藤　慶輝 ｻｲﾄｳ ﾖｼｷ 伊勢崎赤堀 中2 2分22秒07 28位
槌谷　俊亮 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 前橋東 中3 1分10秒84 33位
沢田　　凪 ｻﾜﾀﾞ ﾅｷﾞ 館林第三 中3 1分10秒30 28位
室橋　一颯 ﾑﾛﾊｼ ｲﾌﾞｷ 渋川金島 中2 1分11秒58 35位
山口　広翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 高崎佐野 中3 1分11秒20 34位
木暮　郁翔 ｺｸﾞﾚ ｲｸﾄ 高崎矢中 中3 1分12秒39 40位
林　　大斗 ﾊﾔｼ ﾔﾏﾄ 中之条 中3 1分12秒39 40位
室橋　一颯 ﾑﾛﾊｼ ｲﾌﾞｷ 渋川金島 中2 2分33秒69 34位
槌谷　俊亮 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 前橋東 中3 2分33秒31 32位
沢田　　凪 ｻﾜﾀﾞ ﾅｷﾞ 館林第三 中3 2分33秒38 33位
青木悠之進 ｱｵｷ ﾕｳﾉｼﾝ 太田木崎 中3 2分29秒33 16位
湯浅　俊介 ﾕｱｻ ｼｭﾝｽｹ 榛東 中3 2分39秒78 44位
林　　大斗 ﾊﾔｼ ﾔﾏﾄ 中之条 中3 2分38秒22 42位

男子 200m
背泳ぎ

男子 100m
平泳ぎ

男子 200m
平泳ぎ

男子1500m
自由形

松橋　佳秀 ﾏﾂﾊｼ ﾖｼﾋﾃﾞ 桐生広沢 中2

男子 100m
背泳ぎ

羽鳥　雄大 ﾊﾄﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 高崎中尾 中3

男子 400m
自由形

川野　陽己 ｶﾜﾉ ﾊﾙｷ 高崎第一 中3

秋山蓮太郎 ｱｷﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 高崎大類 中3

男子 100m
自由形

男子 200m
自由形

秋山蓮太郎 ｱｷﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 高崎大類 中3

川野　陽己 ｶﾜﾉ ﾊﾙｷ 高崎第一 中3

男子 50m
自由形



種目 氏名 氏名カナ 所属 学年 予選記録 予選順位 備考
58秒46 1位
58秒25 2位 入賞　大会新

角田孝太郎 ﾂﾉﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 群大附 中3 1分00秒39 14位
関口　裕大 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 太田西 中3 1分01秒56 24位
金谷　伶央 ｶﾅﾔ ﾚｵ 太田藪塚本町 中3 1分01秒98 30位
齋藤麗次郎 ｻｲﾄｳ ﾚｲｼﾞﾛｳ 太田宝泉 中2 1分01秒08 20位
塚越　　倭 ﾂｶｺﾞｼ ﾔﾏﾄ 藤岡小野 中3 1分03秒33 42位
塚越　　倭 ﾂｶｺﾞｼ ﾔﾏﾄ 藤岡小野 中3 2分16秒08 21位
金谷　伶央 ｶﾅﾔ ﾚｵ 太田藪塚本町 中3 2分18秒41 34位
関口　裕大 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 太田西 中3 2分22秒68 43位
齋藤麗次郎 ｻｲﾄｳ ﾚｲｼﾞﾛｳ 太田宝泉 中2 2分18秒23 32位
吉永　隼毅 ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ 邑楽千代田 中1 2分20秒16 38位
石和　匠音 ｲｼﾜ ﾀｸﾄ 前橋第六 中3 2分23秒19 44位
新井　悠介 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 太田藪塚本町 中3 2分17秒96 17位
岩田　　凱 ｲﾜﾀ ｶｲ 榛東 中3 2分22秒38 29位
樺澤　冬磨 ｶﾊﾞｻﾜ ﾄｳﾏ 高崎中尾 中3 2分21秒69 28位
権田　陸人 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾘｸﾄ 館林多々良 中3 2分23秒68 34位
粕川龍之介 ｶｽｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 桐生新里 中3 2分24秒70 36位
須田　裕亮 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高崎大類 中3 2分27秒46 40位
新井　悠介 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 太田藪塚本町 中3 4分55秒45 10位
佐野　太一 ｻﾉ ﾀｲﾁ 桐生清流 中3 5分02秒07 17位
権田　陸人 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾘｸﾄ 館林多々良 中3 5分08秒18 19位

3分55秒86 7位 １泳55秒25

3分55秒50 7位 入賞　1泳 55秒60

高崎中尾 3分57秒67 10位 １泳1分00秒57

群大附 4分01秒34 14位 １泳57秒11

4分27秒71 8位 １泳　1分09秒60

4分23秒64 7位 １泳　1分08秒61

4分23秒67 7位 １泳　1分04秒46

失格 １泳　1分04秒18

榛東 4分29秒70 11位 １泳1分10秒15

男子団体総合 高崎大類 ２位 １９点

女子団体総合 群大附 ５位 １６点

男子400ｍ
MR

群大附 田村･髙橋･角田･柴山

高崎中尾 羽鳥･村井･高橋･樺澤

昆野･湯浅･狩野･岩田

伊勢崎第一 中2

男子 200m
バタフライ

男子 200m
個人メドレー

男子 400m
個人メドレー

ﾀｹ ｶｲﾄ

男子４００ｍ
FR

高崎大類 秋山･大須･齋藤･須田

高橋･羽鳥･佐藤･樺澤
角田･田村･柴山･髙木

男子 100m
バタフライ

武　　快飛


