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2022/06/24～2022/06/26

会場  盛岡市盛岡市立総合プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
舘下　温人  高3 髙橋　凌空  高3 齊藤　昌大  高3 河田千羽弥  高3 工藤　真陽  高1 舘下　瑛人  高1 府金　優大  高1 佐藤　風真  高1

花巻東 不来方 不来方 盛岡第一 盛岡市立 花巻東 盛岡南 花巻東

16:47.94  Fin. 17:31.34  Fin. 17:32.73  Fin. 18:54.37  Fin. 19:02.81  Fin. 19:16.70  Fin. 19:23.19  Fin. 19:28.01  Fin.

8:54.18  800 9:18.16  800 9:18.61  800 9:54.73  800 10:02.95  800 10:10.12  800 10:19.82  800 10:19.88  800

酒井健太郎  高2 運藤　瑞希  高3 伊藤　輝哉  高2 藤原　　力  高2 鈴木　遥斗  高2 日高　遼介  高1 山本　貫慈  高1 高橋　佑介  高3

福岡工 花巻東 一関第二 不来方 不来方 水沢 盛岡南 黒沢尻北

25.00 25.01 25.02 25.50 26.05 26.07 26.07 26.28

（同6位）

伊藤　輝哉  高2 運藤　瑞希  高3 及川　大樹  高3 熊谷　奎人  高3 石川　健太  高3 藤原　　力  高2 山本　貫慈  高1 伊藤　蒼馬  高1

一関第二 花巻東 花巻東 盛岡南 釜石 不来方 盛岡南 花巻東

53.94 55.25 55.41 56.23 56.45 56.51 57.02 57.04

佐藤　陽琉  高1 細川鼓太郎  高3 及川　大樹  高3 小笠原暖人  高1 山内　健生  高1 髙橋　陽樹  高1 福内　来都  高1 佐々木伶輔  高3

一関第一 一関第一 花巻東 盛岡第三 盛岡北 花巻東 花巻東 盛岡市立

1:58.65 1:59.52 2:02.30 2:05.56 2:06.82 2:10.47 2:12.62 2:13.26

舘下　温人  高3 佐藤　陽琉  高1 髙橋　凌空  高3 齊藤　昌大  高3 小笠原暖人  高1 山内　健生  高1 工藤　真陽  高1 河田千羽弥  高3

花巻東 一関第一 不来方 不来方 盛岡第三 盛岡北 盛岡市立 盛岡第一

4:10.80 4:11.79 4:24.02 4:24.80 4:26.56 4:28.66 4:45.58 4:47.34

吉田修一朗  高3 鎌田　颯天  高1 小山　聖太  高3 大畠雄太朗  高2 藤原　照護  高2 佐々木優真  高3 佐藤　青空  高1 柳田　悠貴  高3

盛岡北 盛岡南 盛岡市立 不来方 不来方 大船渡 花巻東 花巻東

58.73 1:01.31 1:01.40 1:02.01 1:03.59 1:04.25 1:04.34 1:04.71

吉田修一朗  高3 鎌田　颯天  高1 大畠雄太朗  高2 小山　聖太  高3 藤原　照護  高2 佐々木優真  高3 佐藤　青空  高1 小野寺悠真  高1

盛岡北 盛岡南 不来方 盛岡市立 不来方 大船渡 花巻東 水沢

2:07.85 2:13.37 2:14.21 2:18.32 2:18.91 2:21.25 2:22.29 2:23.07

大矢　一誠  高2 松好　翔生  高1 松本　青空  高2 谷口　颯空  高1 若狹　和希  高3 佐々木玲央  高3 小笠原助維  高2 菊池　克己  高1

不来方 盛岡南 不来方 花巻東 盛岡南 盛岡南 盛岡第一 水沢

1:06.58 1:07.64 1:08.76 1:09.28 1:09.90 1:10.04 1:11.13 1:11.37

岩波　奏人  高3 大矢　一誠  高2 松本　青空  高2 松好　翔生  高1 若狹　和希  高3 小笠原助維  高2 佐々木玲央  高3 高橋　蓮翔  高3

花巻東 不来方 不来方 盛岡南 盛岡南 盛岡第一 盛岡南 花巻東

2:24.93 2:27.83 2:29.11 2:30.51 2:30.67 2:36.19 2:36.49 2:41.33

2022/06/29 22:25:30 SEIKO Swimming Results System
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2022/06/24～2022/06/26

会場  盛岡市盛岡市立総合プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
櫻田　悠希  高3 酒井健太郎  高2 平澤丈一郎  高2 十文字　駿  高3 加藤　　陽  高3 佐々木羚伍  高1 石川　健太  高3 齊藤　姿月  高3

盛岡南 福岡工 不来方 花巻東 盛岡南 盛岡南 釜石 盛岡北

57.33 58.19 58.44 58.64 59.72 1:00.08 1:00.15 1:00.26

櫻田　悠希  高3 十文字　駿  高3 平澤丈一郎  高2 細川鼓太郎  高3 加藤　　陽  高3 齊藤　姿月  高3 中岡　倫之  高3 鈴木　雄大  高1

盛岡南 花巻東 不来方 一関第一 盛岡南 盛岡北 不来方 花巻東

2:08.13 2:09.68 2:10.33 2:11.98 2:14.62 2:20.71 2:20.93 2:29.00

岩波　奏人  高3 東條　拓真  高3 柳田　悠貴  高3 谷口　颯空  高1 里舘　白琉  高2 佐々木琥太郎  高1 戸﨑　啓成  高3 小笠原勘大  高3

花巻東 岩手 花巻東 花巻東 一関第二 黒沢尻北 盛岡中央 盛岡北

2:12.49 2:15.90 2:16.62 2:17.42 2:18.60 2:20.04 2:20.28 2:20.57

里舘　白琉  高2 佐々木羚伍  高1 東條　拓真  高3 小笠原勘大  高3 佐々木琥太郎  高1 佐藤　悠仁  高1 工藤　寿人  高3 小笠原亨介  高3

一関第二 盛岡南 岩手 盛岡北 黒沢尻北 盛岡第四 盛岡北 盛岡北

4:47.56 4:50.05 4:51.65 4:56.13 5:01.12 5:13.90 5:22.26 5:24.12

花巻東  高 盛岡北  高 盛岡南  高 不来方  高 黒沢尻北  高 盛岡第一  高 盛岡第三  高 盛岡市立  高

舘下　温人  高3 吉田修一朗  高3 佐々木羚伍  高1 大畠雄太朗  高2 佐々木琥太郎  高1 河田千羽弥  高3 小笠原暖人  高1 佐々木伶輔  高3

及川　大樹  高3 齊藤　姿月  高3 熊谷　奎人  高3 髙橋　凌空  高3 柄谷　朋哉  高2 柾本　旭日  高1 廣田　白馬  高2 小山　聖太  高3

岩波　奏人  高3 小笠原勘大  高3 櫻田　悠希  高3 齊藤　昌大  高3 鈴木　凛大  高3 小山田理人  高3 川戸　瑛太  高1 工藤　真陽  高1

十文字　駿  高3 山内　健生  高1 加藤　　陽  高3 藤原　照護  高2 高橋　佑介  高3 船水　新太  高3 河田友羽生  高3 佐々木将成  高3

8:08.54  Fin. 8:13.86  Fin. 8:15.72  Fin. 8:16.45  Fin. 9:06.55  Fin. 9:08.88  Fin. 9:13.74  Fin. 9:31.97  Fin.

2:00.03  1st. 1:57.18  1st. 2:04.68  1st. 2:02.72  1st. 2:08.24  1st. 2:16.98  1st. 2:07.53  1st. 2:13.12  1st.

花巻東  高 盛岡南  高 盛岡北  高 不来方  高 盛岡第一  高 盛岡第四  高 水沢  高 花巻北  高

舘下　温人  高3 櫻田　悠希  高3 吉田修一朗  高3 大畠雄太朗  高2 小山田理人  高3 佐藤　悠仁  高1 菊池　克己  高1 瀬川　佳晃  高2

及川　大樹  高3 熊谷　奎人  高3 山内　健生  高1 藤原　照護  高2 和地　優吾  高3 名古谷莉来  高3 加藤　周良  高1 白藤　　楓  高2

運藤　瑞希  高3 山本　貫慈  高1 小笠原勘大  高3 藤原　　力  高2 河田千羽弥  高3 阿部　隼也  高3 渡邉　理央  高1 鎌田　大輝  高2

十文字　駿  高3 佐々木羚伍  高1 齊藤　姿月  高3 鈴木　遥斗  高2 船水　新太  高3 照井　飛翔  高3 日高　遼介  高1 松井　梗輔  高2

3:40.63  Fin. 3:43.86  Fin. 3:47.35  Fin. 3:48.20  Fin. 4:01.17  Fin. 4:01.89  Fin. 4:03.20  Fin. 4:04.47  Fin.

54.93  1st. 54.24  1st. 53.56  1st. 57.08  1st. 58.49  1st. 1:00.37  1st. 59.90  1st. 59.76  1st.

2022/06/29 22:25:30 SEIKO Swimming Results System
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2022/06/24～2022/06/26

会場  盛岡市盛岡市立総合プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
盛岡南  高 不来方  高 盛岡北  高 水沢  高 盛岡第一  高 盛岡第四  高 盛岡市立  高 盛岡第三  高

鎌田　颯天  高1 大畠雄太朗  高2 吉田修一朗  高3 三宮　武翔  高3 小野寺　黎  高3 照井　飛翔  高3 小山　聖太  高3 小笠原暖人  高1

松好　翔生  高1 大矢　一誠  高2 工藤　寿人  高3 菊池　克己  高1 小笠原助維  高2 阿部　隼也  高3 工藤　真陽  高1 川戸　瑛太  高1

櫻田　悠希  高3 平澤丈一郎  高2 齊藤　姿月  高3 渡邉　理央  高1 柾本　旭日  高1 佐藤　悠仁  高1 佐々木伶輔  高3 河田友羽生  高3

熊谷　奎人  高3 鈴木　遥斗  高2 山内　健生  高1 日高　遼介  高1 船水　新太  高3 名古谷莉来  高3 佐々木将成  高3 廣田　白馬  高2

4:02.05  Fin. 4:06.45  Fin. 4:13.95  Fin. 4:23.02  Fin. 4:30.62  Fin. 4:32.45  Fin. 4:42.69  Fin. 4:48.50  Fin.

1:00.70  1st. 1:02.90  1st. 1:00.39  1st. 1:05.91  1st. 1:13.41  1st. 1:06.88  1st. 1:04.38  1st. 1:09.88  1st.

2022/06/29 22:25:30 SEIKO Swimming Results System
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2022/06/24～2022/06/26

会場  盛岡市盛岡市立総合プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
鈴木　光彩  高2 小野寺胡桃  高1 瀧澤　千尋  高1 平賀　　雛  高3 千田　梨緒  高1 北向　翠花  高2 髙橋　桜心  高1 新沼　愛梨  高2

一関第二 盛岡第三 一関第一 花巻南 黒沢尻北 白百合 不来方 大船渡

4:38.04 4:41.58 4:42.49 4:51.53 4:53.41 4:58.32 5:04.65 7:07.91

瀧澤　千尋  高1 平賀　　雛  高3 千田　梨緒  高1 谷地　佳暖  高1

一関第一 花巻南 黒沢尻北 花巻東

9:42.31 9:59.43 9:59.43 10:45.89

（同2位）

福田　明里  高3 岩越　稀星  高2 筑紫　七緒  高2 工藤　夢桜  高1 照井　　晴  高1 菅原　向葵  高1 髙橋　陽久  高1 佐藤　柚香  高1

福岡 盛岡第四 白百合 盛岡南 花巻南 盛岡南 盛岡第一 一関第二

27.84 28.10 28.27 28.85 29.19 29.47 29.78 30.37

和賀　　結  高1 福田　明里  高3 中村　璃音  高2 筑紫　七緒  高2 桐　　鈴奈  高3 岩越　稀星  高2 小山　琴弓  高1 小川　羽菜  高2

花巻北 福岡 花巻東 白百合 花巻東 盛岡第四 盛岡中央 不来方

58.61 1:01.11 1:01.12 1:01.37 1:02.02 1:02.06 1:06.61 1:07.60

和賀　　結  高1 鈴木　光彩  高2 中村　璃音  高2 小野寺胡桃  高1 桐　　鈴奈  高3 髙橋　桜心  高1 千葉　小鈴  高3 鈴木　愛菜  高2

花巻北 一関第二 花巻東 盛岡第三 花巻東 不来方 一関高専 黒沢尻北

2:06.85 2:10.91 2:11.30 2:12.17 2:14.85 2:25.22 2:26.02 3:11.56

村上　結莉  高3 山崎　有紀  高1 村田　萌生  高2 工藤　夢桜  高1 小瀬川花音  高1 伊藤　　宝  高1 髙橋帆乃佳  高1 菅野実咲子  高1

盛岡北 福岡 盛岡南 盛岡南 不来方 花巻東 盛岡第一 水沢

1:06.79 1:07.35 1:08.05 1:08.65 1:13.51 1:14.65 1:20.45 1:22.89

山崎　有紀  高1 村上　結莉  高3 及川菜々恵  高3 村田　萌生  高2 遠藤　華奈  高2 小瀬川花音  高1 伊藤　　宝  高1 髙橋帆乃佳  高1

福岡 盛岡北 一関第一 盛岡南 一関高専 不来方 花巻東 盛岡第一

2:25.53 2:26.42 2:27.03 2:29.04 2:33.22 2:36.62 2:38.24 2:47.06

千葉　彩佳  高3 苅敷山　凜  高2 細野　桜花  高1 遠藤　華奈  高2 北村　友花  高1 園田　芽生  高2 田中　咲紀  高3 金野　恭佳  高3

福岡 福岡 花巻東 一関高専 盛岡南 盛岡第四 盛岡北 盛岡第一

1:12.71 1:18.57 1:20.58 1:21.75 1:22.57 1:22.72 1:23.07 1:25.04

千葉　彩佳  高3 田中　咲紀  高3 苅敷山　凜  高2 北村　友花  高1 細野　桜花  高1 金野　恭佳  高3 羽上　愛那  高3 小笠原果子  高3

福岡 盛岡北 福岡 盛岡南 花巻東 盛岡第一 盛岡市立 黒沢尻北

2:37.73 2:53.98 2:54.37 2:56.57 3:00.40 3:10.78 3:21.26 3:34.66

及川菜々恵  高3 中島　優月  高1 滝村　璃子  高2 酒井　夏実  高3 佐々木咲和  高2 谷地　佳暖  高1

一関第一 盛岡南 盛岡北 福岡 釜石 花巻東

2:26.06 2:26.31 2:29.21 2:41.99 2:50.41 2:51.25

2022/06/29 22:25:30 SEIKO Swimming Results System
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2022/06/24～2022/06/26

会場  盛岡市盛岡市立総合プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
滝村　璃子  高2 中島　優月  高1 菅原　向葵  高1 酒井　夏実  高3 佐藤　柚香  高1 吉濱　　碧  高3 佐々木咲和  高2 平山こころ  高2

盛岡北 盛岡南 盛岡南 福岡 一関第二 盛岡第四 釜石 大船渡東

1:06.37 1:07.52 1:08.94 1:09.44 1:11.77 1:16.82 1:17.73 1:27.57

辻山　小珀  高3 駿河　　藍  高1 千葉　倫子  高3 髙橋　陽久  高1 千葉　小鈴  高3 赤平　夕芽  高1 小笠原愛佳  高3 佐野　華音  高3

一関第一 盛岡南 花巻東 盛岡第一 一関高専 盛岡第三 黒沢尻北 釜石

2:23.00 2:23.30 2:41.79 2:42.11 2:45.29 2:54.35 3:02.63 3:07.00

辻山　小珀  高3 駿河　　藍  高1 千葉　心寧  高3

一関第一 盛岡南 一関第二

5:04.28 5:17.43 6:00.26

盛岡南  高 福岡  高 花巻東  高 不来方  高

駿河　　藍  高1 千葉　彩佳  高3 中村　璃音  高2 小川　羽菜  高2

村田　萌生  高2 福田　明里  高3 細野　桜花  高1 細川　綾乃  高2

工藤　夢桜  高1 山崎　有紀  高1 千葉　倫子  高3 髙橋　桜心  高1

中島　優月  高1 酒井　夏実  高3 桐　　鈴奈  高3 小瀬川花音  高1

9:03.62  Fin. 9:09.05  Fin. 9:18.82  Fin. 10:29.86  Fin.

2:11.29  1st. 2:11.32  1st. 2:14.81  1st. 2:27.72  1st.

盛岡南  高 福岡  高 花巻東  高 盛岡北  高 盛岡第四  高 盛岡第一  高 不来方  高 黒沢尻北  高

駿河　　藍  高1 福田　明里  高3 中村　璃音  高2 村上　結莉  高3 佐藤妃菜乃  高2 髙橋帆乃佳  高1 小川　羽菜  高2 髙橋　七夕  高2

村田　萌生  高2 千葉　彩佳  高3 細野　桜花  高1 滝村　璃子  高2 松木　和奏  高1 和山　花蓮  高1 小瀬川花音  高1 小笠原愛佳  高3

工藤　夢桜  高1 山崎　有紀  高1 千葉　倫子  高3 田中　咲紀  高3 吉濱　　碧  高3 髙橋　陽久  高1 髙橋　桜心  高1 高橋　　結  高3

中島　優月  高1 酒井　夏実  高3 桐　　鈴奈  高3 松原ひより  高2 岩越　稀星  高2 金野　恭佳  高3 細川　綾乃  高2 千田　梨緒  高1

4:08.32  Fin. 4:11.37  Fin. 4:11.84  Fin. 4:34.04  Fin. 4:37.96  Fin. 4:40.58  Fin. 4:42.84  Fin. 4:55.62  Fin.

1:01.06  1st. 1:00.94  1st. 1:01.13  1st. 1:04.55  1st. 1:08.22  1st. 1:08.62  1st. 1:06.45  1st. 1:14.67  1st.

福岡  高 盛岡南  高 花巻東  高 盛岡北  高 盛岡第四  高 盛岡第一  高 花巻南  高 不来方  高

山崎　有紀  高1 工藤　夢桜  高1 伊藤　　宝  高1 村上　結莉  高3 岩越　稀星  高2 髙橋帆乃佳  高1 福田　結夏  高1 小瀬川花音  高1

千葉　彩佳  高3 駿河　　藍  高1 細野　桜花  高1 田中　咲紀  高3 園田　芽生  高2 金野　恭佳  高3 照井　　晴  高1 小川　羽菜  高2

酒井　夏実  高3 中島　優月  高1 中村　璃音  高2 滝村　璃子  高2 吉濱　　碧  高3 髙橋　陽久  高1 平賀　　雛  高3 髙橋　桜心  高1

福田　明里  高3 村田　萌生  高2 桐　　鈴奈  高3 松原ひより  高2 佐藤妃菜乃  高2 和山　花蓮  高1 齋藤　桜愛  高1 細川　綾乃  高2

4:31.80  Fin. 4:32.10  Fin. 4:42.15  Fin. 4:58.89  Fin. 5:04.43  Fin. 5:15.73  Fin. 5:22.29  Fin. 5:30.07  Fin.

1:08.79  1st. 1:09.05  1st. 1:13.74  1st. 1:08.10  1st. 1:17.64  1st. 1:20.58  1st. 1:25.66  1st. 1:15.83  1st.

2022/06/29 22:25:30 SEIKO Swimming Results System

フリーリレー 
4x100m 

決勝

メドレーリ
レー 

4x100m 
タイム決勝

バタフライ 
 100m 
決勝

個人メドレー 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 400m 

タイム決勝

フリーリレー 
4x200m 

タイム決勝
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2022/06/24～2022/06/26

会場  盛岡市盛岡市立総合プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
花巻東 不来方 盛岡南 盛岡北 盛岡第一 一関第一 一関第二 盛岡市立

135.0 130.0 126.5 74.0 33.0 27.0 26.0 24.0

盛岡南 福岡 花巻東 盛岡北 一関第一 盛岡第四 不来方 一関第二

113.0 113.0 85.0 58.0 44.0 32.0 29.0 26.0

（同1位）

2022/06/29 22:25:30 SEIKO Swimming Results System

総合 
男子

総合 
女子


