
   
自由形 橋本　栞 中2 中島　涼 中1 向田　日奈 中3 野崎　由羅 中1 牛山　紗英 中3 宮崎　花香 中1
50m 精華 長森 本荘 長森南 岩野田 岐阜東
タイム決勝 29.73 30.45 31.08 31.94 31.97 32.20
自由形 淺井　美咲 中3 清水　亜紗 中3 井藤　萌絵 中1 宮田　奈佑 中2 中島　涼 中1 向田　日奈 中3
100m 岐大附属 東長良 青山 精華 長森 本荘
タイム決勝 1:00.70 1:05.19 1:06.19 1:06.38 1:06.44 1:08.70
自由形 永田　日和 中3 別府　葵 中2 佐藤　いずみ 中1 宮田　奈佑 中2 井藤　萌絵 中1
200m 精華 境川 岐大附属 精華 青山
タイム決勝 2:16.66 2:21.66 2:22.56 2:24.36 2:28.89
自由形 大野　友里江 中3 永田　日和 中3 別府　葵 中2
400m 岩野田 精華 境川
タイム決勝 4:42.05 4:47.64 4:48.93
背泳ぎ 谷口　明日香 中3 岩田　聖菜 中2 清水　未怜 中3 浅井　望海 中1 浦田　菜々子 中3 高田　栞未 中2
50m 精華 岐大附属 岐北 岩野田 精華 岐北
タイム決勝 33.43 33.60 36.19 38.75 43.53 44.47
背泳ぎ 岩田　聖菜 中2 谷口　明日香 中3 藤井　裟千 中3 萩野　有美 中3 清水　未怜 中3 千葉　友梨香 中3
100m 岐大附属 精華 島 岐北 岐北 岐阜中央
タイム決勝 1:13.90 1:14.05 1:18.39 1:21.03 1:24.14 1:28.02
背泳ぎ 高橋　かのん 中1 萩野　有美 中3
200m 岐阜清流 岐北
タイム決勝 2:49.85 2:57.22
平泳ぎ 佐古田百萌茄中1 垣田　実桜 中3 江川　澪 中3 髙橋　彩華 中2 牛山　紗英 中3 武山　莉子 中3
50m 精華 青山 加納 岐北 岩野田 岐大附属
タイム決勝 37.75 37.95 43.51 45.91 46.96 46.99
平泳ぎ 佐古田百萌茄中1 垣田　実桜 中3 松波　実和 中2 岸田　真奈 中1 髙橋　彩華 中2 笠井　初音 中2
100m 精華 青山 岐大附属 岩野田 岐北 長良
タイム決勝 1:21.74 1:21.78 1:27.68 1:39.68 1:41.24 1:43.35
バタフライ 淺井　美咲 中3 糸井　日渚 中1 奥田　怜那 中3 清水　亜紗 中3 加藤　愛希実 中2 鈴木　夏帆 中2
50m 岐大附属 長森 青山 東長良 東長良 本荘
タイム決勝 30.12 30.67 31.77 32.16 32.87 34.20
バタフライ 糸井　日渚 中1 加藤　愛希実 中2 奥田　怜那 中3 林　紗希 中1
100m 長森 東長良 青山 境川
タイム決勝 1:08.27 1:12.85 1:13.08 1:32.05
個人メドレー 大野　友里江 中3 橋本　栞 中2 佐藤　いずみ 中1 野崎　由羅 中1 高橋　かのん 中1 中川　綾菜 中3
200m 岩野田 精華 岐大附属 長森南 岐阜清流 岩野田
タイム決勝 2:33.58 2:35.17 2:39.86 2:41.66 2:52.72 3:27.15
リレー 岐大附属Ａ 精華 岩野田Ａ 青山 東長良 岐大附属Ｂ
200m 淺井　美咲 中3 永田　日和 中3 大野　友里江 中3 小森　祐佳 中1 加藤　愛希実 中2 辛　千悦 中3
タイム決勝 岩田　聖菜 中2 橋本　栞 中2 浅井　望海 中1 井藤　萌絵 中1 丸山　夏奈 中1 馬島　有里 中3

松波　実和 中2 谷口　明日香 中3 中川　綾菜 中3 垣田　実桜 中3 八木　菜摘 中1 大洞　里歩 中3
佐藤　いずみ 中1 佐古田百萌茄中1 牛山　紗英 中3 奥田　怜那 中3 清水　亜紗 中3 武山　莉子 中3

1:58.15 Fin. 1:58.23 Fin. 2:06.30 Fin. 2:08.67 Fin. 2:14.36 Fin. 2:28.78 Fin.
(大会新) (大会新)

27.95 1st. 29.74 1st. 28.88 1st. 38.82 1st. 31.63 1st. 38.35 1st.
メドレーリレー 精華Ａ 岐大附属Ａ 青山 岩野田 岐北 東長良
200m 谷口　明日香 中3 岩田　聖菜 中2 奥田　怜那 中3 大野　友里江 中3 清水　未怜 中3 清水　亜紗 中3
タイム決勝 佐古田百萌茄中1 松波　実和 中2 垣田　実桜 中3 牛山　紗英 中3 髙橋　彩華 中2 八木　菜摘 中1

永田　日和 中3 淺井　美咲 中3 井藤　萌絵 中1 浅井　望海 中1 萩野　有美 中3 加藤　愛希実 中2
橋本　栞 中2 佐藤　いずみ 中1 小森　祐佳 中1 中川　綾菜 中3 長谷川　月菜 中3 丸山　夏奈 中1

2:10.93 Fin. 2:15.70 Fin. 2:27.01 Fin. 2:28.33 Fin. 2:32.88 Fin. 2:33.80 Fin.
(大会新)

33.43 1st. 34.16 1st. 36.56 1st. 33.40 1st. 37.27 1st. 34.90 1st.
学校対抗 精華 岐大附属 岩野田 青山 岐北 東長良

女子総合 82P 65P 39P 38P 24P 21P

平成２７年度　岐阜市中学校総合体育大会　水泳競技大会成績（女子）
期日　平成２７年７月２２日（水）
場所　ＧＭＣ長良川スイミングプラザ

1位 2位 3位 4位 5位 6位


