
第５７回岩手県高等学校新人水泳競技大会 男子成績一覧表

2019/09/20 ～ 2019/09/21

会場 岩手県営屋内温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 田中 拓紀 高1 工藤 舜也 高1 阿部虎之介 高1 菊地 稜人 高2 真壁 陽 高2 平澤 実禄 高2

50m 盛岡北 花巻東 盛岡南 花巻東 黒沢尻北 盛岡第一

決勝 24.93 25.04 25.05 25.64 25.93 26.08

自由形 阿部虎之介 高1 小泉 輝 高2 桐 一太 高2 工藤 舜也 高1 阿部 聖矢 高2 真壁 陽 高2

100m 盛岡南 盛岡中央 花巻東 花巻東 花巻東 黒沢尻北

決勝 54.42 55.33 55.67 56.21 56.38 56.79

自由形 尾形 紘介 高2 菊池 幹大 高1 櫻井 漸 高1 菊池 春太 高1 武元 直大 高1 阿部 聖矢 高2

200m 一関第一 一関第一 盛岡南 盛岡南 不来方 花巻東

決勝 1:55.97 1:56.06 1:57.87 2:01.70 2:04.98 2:08.46

自由形 尾形 紘介 高2 櫻井 漸 高1 佐々木颯太 高2 松原 佑樹 高2 菊池 翔太 高1 滝口 慎吾 高2

400m 一関第一 盛岡南 一関高専 盛岡第一 盛岡第一 盛岡南

決勝 4:04.91 4:12.82 4:17.04 4:19.17 4:20.45 4:23.25

背泳ぎ 田中 拓紀 高1 石川 隼人 高2 菊池 純晟 高1 長谷川皓輝 高1 斉藤 仁 高2 太田 愛音 高2

100m 盛岡北 盛岡北 盛岡第一 水沢 盛岡第四 黒沢尻北

決勝 59.47 1:00.85 1:02.56 1:03.36 1:04.44 1:06.31

背泳ぎ 石川 隼人 高2 菊池 春太 高1 長谷川皓輝 高1 菊池 純晟 高1 吉田 彪吾 高2 斉藤 仁 高2

200m 盛岡北 盛岡南 水沢 盛岡第一 盛岡市立 盛岡第四

決勝 2:13.85 2:14.89 2:15.62 2:17.47 2:17.69 2:22.18

平泳ぎ 髙橋 琉生 高1 田端 玲鳳 高2 川﨑 聡悟 高2 菊池 遥斗 高1 村上 健弥 高2 菊池 達稀 高1

100m 盛岡南 釜石 盛岡南 不来方 盛岡北 盛岡第一

決勝 1:05.78 1:06.02 1:06.20 1:06.52 1:07.69 1:08.22

平泳ぎ 髙橋 琉生 高1 菊池 達稀 高1 橋場 心 高1 菊池 遥斗 高1 村上 健弥 高2 川﨑 聡悟 高2

200m 盛岡南 盛岡第一 花巻北 不来方 盛岡北 盛岡南

決勝 2:19.93 2:23.06 2:23.11 2:23.81 2:24.10 2:29.80

バタフライ 佐藤 哲平 高1 桐 一太 高2 滝口 慎吾 高2 工藤 健人 高1 金子 夢叶 高1 千葉 大樹 高2

100m 盛岡南 花巻東 盛岡南 盛岡第四 花巻東 盛岡工業

決勝 58.17 59.01 1:02.26 1:04.08 1:04.59 1:05.38

バタフライ 佐藤 哲平 高1 赤瀬 奏斗 高2 金子 夢叶 高1 木下 侑磨 高1 髙橋 航大 高1 横川 元 高2

200m 盛岡南 盛岡南 花巻東 盛岡市立 花巻東 黒沢尻北

決勝 2:11.76 2:16.87 2:23.75 2:31.99 2:37.20 2:43.63
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第５７回岩手県高等学校新人水泳競技大会 男子成績一覧表

2019/09/20 ～ 2019/09/21

会場 岩手県営屋内温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位

個人メドレー 橋場 心 高1 平澤 実禄 高2 赤瀬 奏斗 高2 谷口 悠仁 高2 宮 銀我 高1 小田島琉汰 高1

200m 花巻北 盛岡第一 盛岡南 一関第二 盛岡南 黒沢尻北

決勝 2:11.39 2:15.62 2:17.37 2:20.14 2:20.85 2:21.11

個人メドレー 菊池 幹大 高1 小田島 颯 高2 谷口 悠仁 高2 宮 銀我 高1 武元 直大 高1 岩城 祐輝 高2

400m 一関第一 盛岡南 一関第二 盛岡南 不来方 盛岡南

決勝 4:23.86 4:39.41 4:53.22 4:56.54 4:57.90 5:19.94

リレー 盛岡南 高 花巻東 高 盛岡第一 高 盛岡北 高 不来方 高 黒沢尻北 高

400m 小田島 颯 高2 阿部 聖矢 高2 松原 佑樹 高2 太田 直斗 高2 武元 直大 高1 真壁 陽 高2

決勝 菊池 春太 高1 桐 一太 高2 菊池 翔太 高1 田中 拓紀 高1 菊池 遥斗 高1 太田 愛音 高2

櫻井 漸 高1 佐藤 慶立 高2 菊池 純晟 高1 石川 隼人 高2 大矢 渓心 高1 小田島琉汰 高1

阿部虎之介 高1 工藤 舜也 高1 平澤 実禄 高2 村上 健弥 高2 多田 晃平 高2 山本 悠翔 高2

3:40.17 Fin. 3:41.82 Fin. 3:46.39 Fin. 3:46.99 Fin. 3:51.99 Fin. 3:53.91 Fin.

55.30 1st. 56.15 1st. 56.72 1st. 1:01.70 1st. 57.68 1st. 57.49 1st.

メドレーリレー 盛岡南 高 盛岡第一 高 盛岡北 高 花巻東 高 不来方 高 黒沢尻北 高

400m 菊池 春太 高1 菊池 純晟 高1 田中 拓紀 高1 金子 夢叶 高1 武元 直大 高1 真壁 陽 高2

決勝 髙橋 琉生 高1 菊池 達稀 高1 村上 健弥 高2 菊地 稜人 高2 五内川和歩 高1 太田 愛音 高2

小田島 颯 高2 松原 佑樹 高2 石川 隼人 高2 桐 一太 高2 菊池 遥斗 高1 小田島琉汰 高1

阿部虎之介 高1 平澤 実禄 高2 太田 直斗 高2 佐藤 慶立 高2 多田 晃平 高2 山本 悠翔 高2

4:00.95 Fin. 4:06.24 Fin. 4:06.75 Fin. 4:12.88 Fin. 4:20.95 Fin. 4:27.23 Fin.

1:01.49 1st. 1:02.81 1st. 59.29 1st. 1:07.14 1st. 1:09.14 1st. 1:04.89 1st.
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第５７回岩手県高等学校新人水泳競技大会 女子成績一覧表

2019/09/20 ～ 2019/09/21

会場 岩手県営屋内温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 西澤 七海 高1 田中 寧々 高1 熊谷 菜那 高2 及川ちひろ 高2 菅原 叶子 高1 虻川 加帆 高1

50m 盛岡南 岩手女子 盛岡第三 水沢 花巻東 黒沢尻北

決勝 26.97 27.70 27.93 29.25 30.39 30.39

(同5位)

自由形 幅野 理乃 高2 田中 寧々 高1 熊谷 菜那 高2 菊池 采花 高2 及川ちひろ 高2 菅原 叶子 高1

100m 不来方 岩手女子 盛岡第三 盛岡南 水沢 花巻東

決勝 1:00.26 1:01.03 1:01.38 1:02.29 1:02.67 1:06.00

自由形 山口 満穂 高2 幅野 理乃 高2 佐々木咲耶 高2 菊池 采花 高2 千葉彩美香 高1 伊藤 小桜 高1

200m 白百合 不来方 盛岡第一 盛岡南 盛岡第一 盛岡南

決勝 2:10.30 2:10.36 2:10.92 2:14.69 2:29.03 2:29.23

自由形 千葉あんな 高2 那須 玲奈 高2 山口 満穂 高2 村主 愛実 高2 村上 綾 高1

400m 一関第一 一関第二 白百合 水沢 水沢

タイム決勝 4:29.08 4:32.70 4:35.04 4:45.43 4:54.07

背泳ぎ 山崎 桃子 高2 西里 春奈 高2 昆野 和佳 高1 伊藤 結 高2 山内 梨乃 高2 吉田 彩乃 高1

100m 福岡 盛岡南 花巻東 盛岡北 盛岡第三 盛岡第一

決勝 1:04.92 1:05.30 1:07.29 1:07.35 1:14.05 1:14.41

背泳ぎ 西里 春奈 高2 山崎 桃子 高2 伊藤 結 高2 昆野 和佳 高1 村上 綾 高1 山内 梨乃 高2

200m 盛岡南 福岡 盛岡北 花巻東 水沢 盛岡第三

決勝 2:17.93 2:18.37 2:25.06 2:27.19 2:28.05 2:41.31

平泳ぎ 浅沼 蒼い 高2 瀬川 結理 高2 細工藤美怜 高2 野田 妃華 高2 山本 珠璃 高2 上路 奏来 高2

100m 盛岡南 一関第一 盛岡南 釜石 水沢第一 盛岡中央

決勝 1:12.04 1:12.65 1:16.97 1:17.70 1:18.29 1:18.55

平泳ぎ 瀬川 結理 高2 山本 珠璃 高2 野田 妃華 高2 細工藤美怜 高2 岩井 紅葉 高2 鎌田 一穂 高1

200m 一関第一 水沢第一 釜石 盛岡南 不来方 盛岡南

決勝 2:38.40 2:44.85 2:47.69 2:47.93 2:49.89 2:56.13

バタフライ 西澤 七海 高1 上野 凜 高1 佐藤 りん 高2 佐藤 鈴奈 高1 虻川 加帆 高1 村上 遥香 高2

100m 盛岡南 盛岡南 盛岡第三 一関第一 黒沢尻北 大船渡

タイム決勝 1:01.21 1:06.09 1:09.05 1:09.75 1:13.35 1:17.90

バタフライ 佐々木咲耶 高2 上野 凜 高1 佐藤 鈴奈 高1 佐藤 りん 高2 小原 琴美 高2 村上 遥香 高2

200m 盛岡第一 盛岡南 一関第一 盛岡第三 不来方 大船渡

タイム決勝 2:22.89 2:27.73 2:29.24 2:37.68 2:59.37 3:01.68
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第５７回岩手県高等学校新人水泳競技大会 女子成績一覧表

2019/09/20 ～ 2019/09/21

会場 岩手県営屋内温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位

個人メドレー 浅沼 芽依 高1 滝口 美里 高2 浅沼 蒼い 高2 村主 愛実 高2 眞岩 美里 高2 片方菜々子 高1

200m 盛岡南 盛岡第一 盛岡南 水沢 盛岡第一 黒沢尻北

決勝 2:24.08 2:29.86 2:30.25 2:31.32 2:44.64 3:05.83

個人メドレー 浅沼 芽依 高1 千葉あんな 高2 滝口 美里 高2 竹村 優花 高2

400m 盛岡南 一関第一 盛岡第一 盛岡南

タイム決勝 5:01.25 5:04.91 5:22.41 5:53.38

リレー 盛岡南 高 盛岡第一 高 水沢 高 不来方 高 黒沢尻北 高 高田 高

400m 浅沼 芽依 高1 佐々木咲耶 高2 及川ちひろ 高2 幅野 理乃 高2 須藤 行乃 高2 佐藤 美沙 高1

決勝 西里 春奈 高2 小野寺七蘭 高2 村上 綾 高1 岩井 紅葉 高2 鈴木 夏未 高1 村上 千佳 高1

菊池 采花 高2 眞岩 美里 高2 三上 愛 高1 小原 琴美 高2 菊池和花奈 高1 黄川田心音 高1

西澤 七海 高1 滝口 美里 高2 村主 愛実 高2 杉田 佳子 高2 虻川 加帆 高1 武藏 愛花 高2

4:03.32 Fin. 4:18.94 Fin. 4:20.18 Fin. 4:47.91 Fin. 4:48.07 Fin. 5:16.65 Fin.

1:01.64 1st. 1:01.16 1st. 1:03.30 1st. 1:01.10 1st. 1:13.45 1st. 1:18.90 1st.

メドレーリレー 盛岡南 高 盛岡第一 高 黒沢尻北 高 不来方 高

400m 西里 春奈 高2 吉田 悠 高2 須藤 行乃 高2 岩井 紅葉 高2

タイム決勝 浅沼 蒼い 高2 滝口 美里 高2 鈴木 夏未 高1 杉田 佳子 高2

西澤 七海 高1 佐々木咲耶 高2 虻川 加帆 高1 幅野 理乃 高2

菊池 采花 高2 眞岩 美里 高2 菊池和花奈 高1 小原 琴美 高2

4:22.26 Fin. 4:53.41 Fin. 5:13.69 Fin. 5:14.85 Fin.

1:06.06 1st. 1:18.06 1st. 1:19.10 1st. 1:16.00 1st.
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第５７回岩手県高等学校新人水泳競技大会 ポイント一覧表

2019/09/20 ～ 2019/09/21

会場 岩手県営屋内温水プール

1位 2位 3位 4位 5位 6位

総合 盛岡南 花巻東 盛岡第一 盛岡北 一関第一 不来方

男子 105.0 47.0 42.0 41.0 23.0 18.0

総合 盛岡南 盛岡第一 一関第一 不来方 水沢 盛岡第三

女子 97.0 44.0 29.0 27.0 23.0 18.0

2019/09/24 19:06:15 SEIKO Swimming Results System 1 / 1ページ


