
天候　　　 晴れ

平成30年度　　第50回　　佐渡市小学校親善水泳競技大会成績一覧表（８種目分）

種目

順位 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録

男子１位 安藤　僚希 真野 34"84 和田　泰晟 行谷 1´34"83 渡部　翔稀 畑野 58"14 相良　勝気 真野 1´47"51 山田　歩夢 河原田 56"28 鎌田英二朗 二宮 1´51"52 山川　英汰 真野 47"44 引野　瑛心 新穂 2´49"96

２位 吉井　結月 畑野 39"85 菊地　翔太 二宮 1´35"57 本間　晃平 畑野 59"56 白井　泰誠 羽茂 1´56"15 相田　嵩大 新穂 1´03"35 瀧川　啓太 真野 1´57"79 鈴木　琢磨 両津 52"70

３位 寺尾綾之輔 二宮 42"51 磯部　陽向 小木 1´41"41 髙津	纏 金井 1´00"92 猪股　勇穂 金井 1´57"43 飯森信三郎 真野 1´04"21 笠井　大介 羽茂 1´58"55 佐藤　大起 河原田 54"28

４位 萩田　力斗 河原田 43"91 土岐　大成 新穂 1´52"30 佐藤　泉吹 両津吉井 1´01"02 土屋　裕史 新穂 1´58"90 本田　悠惺 金井 1´06"98 松木　和磨 河﨑 2´57"63 三國　海人 河崎 1´05"06

５位 甲斐　尚央 両津吉井 44"46 石川　嶺 行谷 1´58"76 渡邉　元気 河原田 1´02"16 鈴木　唯 河崎 2´09"84 田澤　大空 加茂 1´09"69 伊豆　大志 加茂 1´15"38

６位 中野　直樹 二宮 44"85 本間	楓 加茂 1´59"06 山口　塁士 行谷 1´06"79 脇坂　望 前浜 2´12"87 和田　昂輝 行谷 1´11"43

７位 大地　立夢 相川 45"00 本間　結晶 前浜 2´02"59 齋藤　啓太 行谷 1´14"83 高野　吏市 二宮 2´17"11 佐藤　郁弥 加茂 1´14"12

８位 福田　優真 金井 46"66 齋藤　翼 小木 2´06"44 相田　天真 新穂 1´20"34 水沼　夏生 二宮 2´18"50 菊池　力喜 加茂 1´14"91

女子１位 山本あけり 金泉 41"60 杉本　理紗 加茂 1´14"31 磯野　日美 加茂 44"69 右近　優愛 真野 1´40"32 大久保那奈 相川 42"07 三浦　愛菜 金泉 1´53"12 石川　千晴 二宮 56"93 森川　葵 金泉 1´51"28

２位 金子　瑠華 真野 43"68 三浦　希望 新穂 1´46"04 遠藤　有華 河原田 51"17 野口　心晴 河崎 1´56"82 服部　裟耶 羽茂 54"56 髙野璃乃亜 真野 1´54"00 梅本こころ 両津吉井 59"74 相田　朋夏 真野 2´16"66

３位 伊藤	歩 羽茂 46"03 池田　汐里 河原田 1´59"64 伊藤　瑠香 河原田 53"36 佐藤埜愛瑠 両津吉井 1´59"15 三浦　靖奈 真野 58"50 中原すぴか 羽茂 2´02"14 濱本　有姫 七浦 1´00"48 佐野　佳歩 河原田 2´17"47

４位 斎藤明佳里 金井 46"10 佐藤　華恋 河崎 2´06"22 中村　優那 相川 56"60 児玉　陽菜 新穂 2´09"56 本間　愛來 真野 58"53 町内　彩愛 高千 2´18"26 鈴木　志都 両津 1´02"89 本間　夏帆 小木 2´40"03

５位 氏江　美鈴 羽茂 46"27 菊池　華心 河崎 2´18"37 笠井　一乃 真野 57"33 小林　灯 両津 2´10"63 小池　真尋 新穂 58"55 髙山　真來 加茂 2´26"73 佐藤　梨緒 河原田 3´04"10

６位 本間	岬 内海府 46"68 金子歩乃華 小木 2´20"19 薄木　日菜 真野 57"63 本間　光 松ヶ崎 2´22"57 佐藤　梨心 小木 1´02"38 野本ひかり 加茂 2´29"90

７位 石見　香帆 金泉 47"22 仲川　美海 金井 1´00"04 　 外舘　優香 金井 1´04"86 木下　幸 松ヶ崎 3´30"31

８位 三浦	あい 新穂 47"53 菊地　彩花 金井 1´00"28 中濱璃利香 加茂 1´04"88

男子１位 石塚　涼平 赤泊 42"06 宇田　剛巳 相川 1´32"88 髙野　佑輔 真野 44"48 佐々木　千翔 真野 1´52"05 秋場　夏陽 二宮 40"80（新） 若林　歩夢 八幡 2´28"25 後藤　晴瑠 真野 43"83 霍間　智志 二宮 2´14"81

２位 川岸　響 真野 48"18 天澤　壮太 羽茂 1´44"55 本間　夢叶 相川 51"72 雜賀　塔也 金井 2´11"40 余湖　悠星 畑野 1´05"90 濱辺　力也 金泉 50"76 引野　和哉 新穂 3´01"72

３位 三浦　滉太 真野 48"31 石川久礼亜 八幡 2´04"13 大木戸快成 両津吉井 1´01"57 本間　快成 羽茂 2´15"73 和田信之介ヤシン 七浦 1´11"10 大葉		周佑 新穂 1´07"44

４位 岩本　凰希 七浦 48"71 金子倖太朗 羽茂 2´06"15 中原　一護 羽茂 1´05"51 垣並　大哉 二宮 2´45"20 渡辺	諒哉 両津吉井 1´20"51

５位 金子　直生 金井 49"22 山本　桂士 加茂 2´18"53 笠井　海惺 金井 1´08"41 大塲　翔太 加茂 2´56"30 塚本　碧海 両津 1´21"04

６位 渡部　禮哉 河原田 49"82 越前　隆秀 二宮 2´26"78 大間　悠太 畑野 1´09"97 平　慶 松ヶ崎 3´14"61 霍間　仁宏 新穂 1´24"45

７位 平野　哲琉 赤泊 50"19 石塚玖礼遥 八幡 2´30"83 三島　琉斗 加茂 1´16"64 松田　大翔 真野 1´27"93

８位 須田　拓空 行谷 50"40 土岐　優成 新穂 1´18"86 佐京　大志 加茂 1´28"10

女子１位 水野　凛 金泉 45"12 計良　和奏 二宮 1´49"34 石川　百花 二宮 52"58 米津　結菜 河原田 2´07"64 井藤　あかり 小木 54"92 吉田　琴音 前浜 2´16"46 山本　莉維 相川 41"68 青柳　結衣 二宮 1´46"94

２位 親松日満里 金井 45"44 西野あゆみ 両津吉井 1´55"84 中川　按奈 河原田 58"23 尾﨑	七星 両津吉井 2´15"13 東野　海和 羽茂 54"98 清水　知夏 河原田 2´27"90 中川深咲子 小木 1´05"97 萩田　実那 河原田 2´23"65

３位 葛原　結衣 羽茂 48"14 小嶋　春奈 新穂 2´03"38 廣嶋　結 小木 1´02"83 池田　汐那 八幡 59"23 山口　真央 新穂 2´39"97 名田　海愛 加茂 1´18"06

４位 銀水　千夏 真野 48"57 稲辺　美穂 八幡 2´04"29 工藤　彩乃 真野 1´05"42 古川　心桜 新穂 1´11"83 伊藤　陽夏 加茂 1´18"25

５位 梅川奈由多 金井 49"35 須田真琉愛 高千 1´06"85 祝　心杏 加茂 1´15"47 土岐　和 新穂 1´28"12

６位 伊藤　美咲 河崎 50"51 本田　寛乃 新穂 1´07"06 山本　凛心 加茂 1´33"37 石山つばさ 新穂 1´28"47

７位 大久保伊織 真野 52"48 藍原誌恵璃 両津 1´08"10

８位 田中	椿 羽茂 52"61 土屋ひよ里 行谷 1´08"13

１００ｍバタフライ１００ｍ自由 ５０ｍ平泳ぎ５０ｍ自由 １００ｍ平泳ぎ ５０ｍ背泳ぎ １００ｍ背泳ぎ

平成３０年８月1日（水 ）

会場　金井運動公園プール（公認） 気温　33.0℃(午後36.1℃)

水温　30.0℃(午後31.3℃)

６

年

５

年

５０ｍバタフライ



平成３０年度　　第５０回　　佐渡市小学校親善水泳競技大会成績一覧表（５種目分）

種目

順位 氏名 校名 記録 校名 記録 校名 記録 校名 記録 校名 記録

男子１位 安藤　僚希 真野 3´04"63 真野 3´05"49 真野 2´59"68 金泉 3´05"86 金泉 4´08"30

２位 猪股　勇穂 金井 3´59"20 二宮 3´43"99 二宮 3´08"37 七浦 3´32"00 両津吉井 4´11"80

３位 白井　泰誠 羽茂 4´17"02 河原田 3´52"64 金井 3´13"27 高千 3´43"56 高千 4´31"22

４位 笠井　大介 羽茂 4´54"34 畑野 3´53"95 河原田 3´24"26 松ヶ崎 3´50"18 前浜 4´36"42

５位 脇坂	　望 前浜 4´57"88 新穂 4´05"13 行谷 3´25"22 両津吉井 3´50"78 松ヶ崎 5´44"36

６位 土岐　大成 新穂 5´24"07 羽茂 4´08"82 羽茂 3´27"39 前浜 3´54"98

７位 森　哉大 二宮 5´42"64 金井 4´13"98 畑野 3´31"53

８位 加茂 4´20"95 加茂 3´31"88

女子１位 杉本　理紗 加茂 2´59"09 真野 3´20"29 金泉 2´54"16

２位 右近　優愛 真野 3´06"01 加茂 3´24"08 真野 2´54"66

３位 三浦　愛菜 金泉 3´52"98 金泉 3´30"02 加茂 3´11"65

４位 野口　心晴 河崎 4´11"52 河原田 3´41"42 新穂 3´12"21

５位 児玉　陽菜 新穂 4´57"62 新穂 3´51"27 金井 3´15"30

６位 羽茂 3´57"08 河原田 3´15"59

７位 金井 4´18"60 羽茂 3´17"49

８位 小木 4´30"64 河崎 3´25"18

男子１位 秋場　夏陽 二宮 2´59"95 真野 3´21"45 真野 2´50"37

２位 髙野　佑輔 真野 3´16"32 二宮 3´58"64 金井 3´28"71

３位 後藤　晴瑠 真野 3´47"58 羽茂 4´15"70 赤泊 3´37"30

４位 佐々木千翔 真野 3´49"10 金井 4´22"61 二宮 3´49"45

５位 濱辺　力也 金泉 4´16"36 畑野 4´44"15 七浦 3´55"15

６位 雜賀　塔也 金井 4´38"79 新穂 5´28"47 河崎 3´55"39

７位 畑野 3´56"76

８位 八幡 3´57"43

女子１位 青柳　結衣 二宮 3´38"83 河原田 4´03"58 二宮 3´03"35

２位 石川　百花 二宮 4´10"71 羽茂 4´26"92 小木 3´30"96

３位 吉田　琴音 前浜 4´58"13 真野 4´41"68 真野 3´36"89

４位 新穂 4´42"29 金井 3´39"49

５位 加茂 5´05"09 羽茂 3´43"95

６位 河原田 3´47"96

７位 八幡 3´50"18

８位 新穂 3´51"35

天候　　　晴れ　

気温　３３,０℃(午後３６,１℃)

水温　３０,０℃(午後３１,３℃)

６

年

５

年

２００ｍＭＩＸメドレー２００ｍ個人メドレー ２００ｍメドレーリレー ２００ｍＭＩＸリレー２００ｍリレー
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