
期日　　平成２１年７月２７日（月）

場所　　ＧＭＣ長良川スイミングプラザ

＜学校対抗の部＞

＜各種目別成績＞
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第　　６　　位

男子総合 精華 境川 岐北

平成２１年度　　岐阜市中学校総合体育大会　　水泳競技大会成績

第　　１　　位 第　　２　　位 第　　３　　位 第　　４　　位 第　　５　　位

陽南 長森 長良

女子総合 本荘 精華 青山 長森 岩野田 岐大附属

第     １     位 第     ２     位 第     ３     位

種　　目 氏  名 所属 記  録 氏  名 所属 記  録 氏  名 所属 記  録

高島　   陽 精華 △26.69 井戸　一輝 精華 27.43 戸﨑　健人 精華 27.81

高島　   陽 精華 △56.18 井戸　一輝 精華 59.68 戸﨑　健人 精華 1:00.19

水谷　尚陸 境川 △2:04.66 井上　敦博 梅林 △2:05.80 原田　海地 精華 2:10.64

境川 4:36.39水谷　尚陸 境川 △4:24.64 原田　海地

古澤　洋平 陽南 △33.27 髙野　恭輔 精華 34.46 中島　寛斗 精華 39.10

梅林 1:15.95 宮川　泰彰 岐北髙野　恭輔 精華 1:13.58 井上　敦博 1:24.70

古澤　洋平 陽南 02:49.79 堀　   光佑 境川 3:06.95 河合航汰朗 島 3:19.77

長森 32.38 山田　太一 長森奥村　将康 精華 32.28 髙鳥　　 寛 33.97

髙鳥　　 寛 長森 1:09.11 江崎　翔太 精華 1:12.40 奥村　　 元 長良 1:30.70

三輪 2:42.11萩野　修平 境川 2:35.16 野口　卓馬

鷲﨑 智行 精華 28.84 淺見　一仁 長良 30.47 河村　悠生 岐北 30.75

境川 1:08.39 河村　悠生 岐北淺見　一仁 長良 1:07.12 堀　慎太郎 1:08.81

堀内　太貴 伊奈波 2:42.93 柴田　凌成 長良 2:57.89 浅野　元希 岐大附 2:59.36

萩野 修平　堀 慎太郎
水谷 雅典　水谷 尚陸 境川

2:10.91 鷲見 勇稀　宮川 泰章
河村 悠生　池田 祥之

リレ ー

高島　  陽　高野 恭輔
鷲﨑 智行　井戸 一輝 精華

1:59.46
(大会新)
第１泳者 高島
29.96(大会新)

岐北
2:18.22

メドレーリレー

鷲﨑 智行　高島　　陽
戸﨑 健人　井戸 一輝 精華Ａ

1:46.44
(大会新)
第１泳者 鷲﨑

26.19(大会新)

原田 海地　江崎 翔太
奥村 将康　髙野 恭輔 精華Ｂ

1:51.52
(大会新)

堀 慎太郎　堀　 光佑
水谷 雅典　水谷 尚陸 境川

1:53.64

リレー

小林　流海 聖マ女 28.94 各務　聖子 陽南 32.72 長元　佑未

小林　流海 聖マ女 1:03.29 帰山　  愛 長森南 1:04.00

2:28.12 森　　 葉子 本荘 2:32.18

本荘 32.93

宮川　華奈 精華

井上裕美子 梅林 4:47.60 日比野結香

1:04.12

井上裕美子 梅林 2:14.05 日比野結香 境川

37.75 山上　真由 岐大附 38.93

境川 5:10.81 武石　真奈 本荘

大下ひかり 岐大附 1:20.61 廣瀬　里奈

5:48.43

中島万里花 陽南 △36.26 廣瀬　里奈 伊奈波

3:39.44

伊奈波 1:23.96 田代　奈々 本荘

嶋　愛佳里 本荘 33.48 帰山　  愛

1:27.73

大下ひかり 岐大附 2:57.50 山田　明里 本荘

1:16.22 髙鳥　成美 長森 1:18.03

長森南 34.52 安江　沙恵 青山

髙鳥　成美 長森 2:52.48 漆舘有輝子

40.89

嶋　愛佳里 本荘 1:12.66 伊藤　真依 東長良

33.47 森　　葉子 本荘 34.39

岐阜東 3:08.08 阿部　裕実 本荘

宇野　絢菜 精華 1:11.70 竹中真奈美

3:21.95

宇野　絢菜 精華 31.41 宮川　華奈 精華

2:47.47 溝渕真留子 島 2:50.89

本荘 1:33.19 阿部　裕実 本荘

宮川 華奈　松井みなみ
宇野 絢菜  磯部　  蒼 精華

2:26.39 松島 伽奈　千葉日香梨
近下 果鈴　安江 沙恵

1:34.97

伊藤　真依 東長良 2:34.75 千葉　遥菜 長森

青山
2:33.27

メドレーリレー

田代 奈々　森　葉子
長元 佑未　嶋 愛佳里 本荘Ａ

2:02.23 宇野 絢菜　宮川 華奈
松井みなみ　磯部　 蒼 精華

2:13.77 三嶋 明莉　宇留野真穂
石本由希子  加藤 真子 岩野田Ａ

2:14.11

リレー

△ … 大会新記録　  ※ 男子200mメドレーリレー第1泳者 高島 陽（精華） 50m背泳ぎ 29.96 大会新記録

リレ ー

長元 佑未　田代 奈々
森　　葉子　武石 真奈 本荘

2:25.45

　　　　　　　　　　　　　 ※ 男子200mフリーリレー第1泳者 鷲﨑 智行(精華) 50m自由形 26.19 大会新記録


