
期日
場所

   

自由形 佐古田百萌茄 中2 中島　　涼 中2 江崎　あん 中1 佐藤いずみ 中2 長瀬　夢奈 中1 田島　朋佳 中3

50m 精華 長森 境川 岐大附属 長森 岩野田

タイム決勝 29.29 29.86 30.24 30.49 31.11 33.00

自由形 太田　美穂 中1 佐藤いずみ 中2 長瀬　夢奈 中1 鈴木　夏帆 中3 吉田　萌華 中1 筒井　日陽 中1

100m 精華 岐大附属 長森 本荘 岐阜東 藍川

タイム決勝 1:03.81 1:03.99 1:08.67 1:14.57 1:16.43 1:22.63

自由形 松波　実和 中3 浅井　望海 中2 宮田　奈佑 中3 前澤詩瑛瑠 中1 荒深　　萌 中1

200m 岐大附属 岩野田 精華 精華 岩野田

タイム決勝 2:20.58 2:21.93 2:23.34 2:33.30 2:34.11

自由形 橋本　　栞 中3 荒深　　萌 中1

400m 精華 岩野田

タイム決勝 4:49.34 5:16.45

背泳ぎ 岩田　聖菜 中3 太田　美穂 中1 國枝　麗華 中1 小森　咲穂 中2 荒川　里衣 中2 高田　栞未 中3

50m 岐大附属 精華 岐阜聖徳 岐大附属 梅林 岐北

タイム決勝 34.67 35.73 37.45 40.25 40.27 45.43

背泳ぎ 岩田　聖菜 中3 中島　　涼 中2 國枝　麗華 中1 石神　鈴洵 中1 丸山　夏奈 中2 奥村　紗那 中3

100m 岐大附属 長森 岐阜聖徳 精華 東長良 岩野田

タイム決勝 1:11.57 1:13.00 1:21.22 1:21.49 1:28.01 1:36.37

背泳ぎ 石神　鈴洵 中1 丸山　夏奈 中2

200m 精華 東長良

タイム決勝 2:55.33 3:06.87

平泳ぎ 佐古田百萌茄 中2 岸田　真奈 中2 高橋　彩華 中3 松永　　桃 中1 奥山　葉奈 中1 安田こころ 中1

50m 精華 岩野田 岐北 岐大附属 青山 岐北

タイム決勝 36.98 42.45 44.03 47.38 47.47 49.53

平泳ぎ 岸田　真奈 中2 高橋　彩華 中3 野々村　彩 中1 佐藤すみれ 中1

100m 岩野田 岐北 岐大附属 青山

タイム決勝 1:33.24 1:36.84 1:44.69 1:51.90

バタフライ 糸井　日渚 中2 加藤愛希実 中3 井藤　萌絵 中2 江崎　あん 中1 野崎　由羅 中2 鈴木　夏帆 中3

50m 長森 東長良 青山 境川 長森南 本荘

タイム決勝 30.79 31.25 31.92 32.15 32.61 35.10

バタフライ 糸井　日渚 中2 加藤愛希実 中3 井藤　萌絵 中2 浅井　望海 中2 野崎　由羅 中2 西垣　優花 中1

100m 長森 東長良 青山 岩野田 長森南 岐北

タイム決勝 1:08.36 1:09.89 1:10.12 1:10.51 1:11.16 1:12.93

個人メドレー 橋本　　栞 中3 松波　実和 中3 西垣　優花 中1 深尾　佐和 中1 奥山　葉奈 中1

200m 精華 岐大附属 岐北 岩野田 青山

タイム決勝 2:31.24 2:37.01 2:39.59 2:47.25 3:27.81

(大会新)

フリーリレー 精華 岐大附属A 岩野田A 青山 岐大附属B 岐北

200m 橋本　　栞 中3 永谷　優和 中1 荒深　　萌 中1 井藤　萌絵 中2 野々村　彩 中1 高橋　彩華 中3

タイム決勝 佐古田百萌茄 中2 松波　実和 中3 深尾　佐和 中1 奥山　葉奈 中1 市島　郁香 中2 佐藤　紀帆 中3

宮田　奈佑 中3 岩田　聖菜 中3 岸田　真奈 中2 小森　祐佳 中2 松永　　桃 中1 高田　栞未 中3

太田　美穂 中1 佐藤いずみ 中2 浅井　望海 中2 古畑　心緒 中1 小森　咲穂 中2 北村　春菜 中3

1:57.81 Fin. 2:06.50 Fin. 2:11.65 Fin. 2:22.86 Fin. 2:24.11 Fin. 2:27.07 Fin.

(大会新)

29.58 1st. 36.08 1st. 35.71 1st. 30.99 1st. 34.80 1st. 35.39 1st.

メドレーリレー 精華 岐大附属A 岩野田A 岐北 岐大附属B 青山

200m 橋本　　栞 中3 岩田　聖菜 中3 荒深　　萌 中1 高田　栞未 中3 小森　咲穂 中2 古畑　心緒 中1

タイム決勝 佐古田百萌茄 中2 佐藤いずみ 中2 岸田　真奈 中2 高橋　彩華 中3 野々村　彩 中1 奥山　葉奈 中1

宮田　奈佑 中3 松波　実和 中3 深尾　佐和 中1 西垣　優花 中1 松永　　桃 中1 井藤　萌絵 中2

太田　美穂 中1 永谷　優和 中1 浅井　望海 中2 北村　春菜 中3 市島　郁香 中2 小森　祐佳 中2

2:11.92 Fin. 2:26.61 Fin. 2:32.27 Fin. 2:35.69 Fin. 2:45.90 Fin. 2:46.16 Fin.

33.78 1st. 33.93 1st. 44.04 1st. 42.78 1st. 40.06 1st. 48.83 1st.

＜女子総合＞

   

学校名（得点） 精華 85 岐大附属 72 岩野田 48 長森 30 岐北 24 青山 23

2位 3位 4位 5位 6位

平成２８年度　岐阜市中学校総合体育大会　水泳競技大会　結果（女子）
平成２８年７月２５日（月）
ＧＭＣ長良川スイミングプラザ

1位 2位 3位 4位 5位 6位

1位


