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2014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/01

会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

自由形 知花　咲湖 高3 ｶﾔﾅﾝﾊﾟｳﾗ 高1 黒田　早希 高3 市川　瑛美 高2 篠原　英恵 高2 北木ともみ 高1 羽賀　友香 高1 雨宮　詩歩 高1 黒田　朋美 高3 池田　実咲 高2

50m 富士見 菊川南陵 津田学園 愛み大瑞穂 富士市立 市立沼津 愛み大瑞穂 山梨英和 浜松市立 愛工大名電

予選 27.38 27.48 27.67 27.69 27.70 27.74 27.83 28.05 28.21 28.23

自由形 斉尾　有彩 高1 荒　美彩子 高2 中西　美樹 高1 市川　瑛美 高2 知花　咲湖 高3 伊藤　智美 高1 黒田　早希 高3 篠原　英恵 高2 横山　若奈 高3 松岡　美玖 高1

100m 愛知淑徳 豊川 豊丘 愛み大瑞穂 富士見 椙山女学園 津田学園 富士市立 伊東 愛み大瑞穂

予選 58.82 58.85 58.86 59.56 1:00.24 1:00.29 1:00.33 1:00.42 1:00.46 1:00.70

自由形 安藤　芽生 高3 伊藤　智美 高1 高木　愛夏 高1 荒　美彩子 高2 斉尾　有彩 高1 小久保紗由佳 高2 横山　若奈 高3 成瀬　実希 高3 前島　直子 高3 中村栞緒里 高2

200m 多治見西 椙山女学園 愛み大瑞穂 豊川 愛知淑徳 愛み大瑞穂 伊東 愛み大瑞穂 城南静岡 愛知淑徳

予選 2:07.21 2:07.49 2:07.63 2:08.32 2:08.57 2:08.75 2:09.29 2:10.00 2:10.50 2:11.22

自由形 北木ともみ 高1 市川　瑛美 高2 知花　咲湖 高3 篠原　英恵 高2 ｶﾔﾅﾝﾊﾟｳﾗ 高1 黒田　早希 高3 雨宮　詩歩 高1 羽賀　友香 高1 池田　実咲 高2 黒田　朋美 高3

50m 市立沼津 愛み大瑞穂 富士見 富士市立 菊川南陵 津田学園 山梨英和 愛み大瑞穂 愛工大名電 浜松市立

決勝 27.26 27.33 27.36 27.36 27.37 27.55 27.78 27.93 28.22 28.39

(同3位)

自由形 荒　美彩子 高2 斉尾　有彩 高1 中西　美樹 高1 市川　瑛美 高2 篠原　英恵 高2 伊藤　智美 高1 知花　咲湖 高3 横山　若奈 高3 黒田　早希 高3 松岡　美玖 高1

100m 豊川 愛知淑徳 豊丘 愛み大瑞穂 富士市立 椙山女学園 富士見 伊東 津田学園 愛み大瑞穂

決勝 57.95 58.27 58.32 59.36 59.85 59.86 59.87 1:00.33 1:00.68 1:00.82

自由形 荒　美彩子 高2 高木　愛夏 高1 斉尾　有彩 高1 伊藤　智美 高1 安藤　芽生 高3 小久保紗由佳 高2 成瀬　実希 高3 横山　若奈 高3 前島　直子 高3 中村栞緒里 高2

200m 豊川 愛み大瑞穂 愛知淑徳 椙山女学園 多治見西 愛み大瑞穂 愛み大瑞穂 伊東 城南静岡 愛知淑徳

決勝 2:05.60 2:06.29 2:06.33 2:06.61 2:06.73 2:07.45 2:09.77 2:10.07 2:10.10 2:12.70

自由形 西津　亜紀 高2 中山　実穂 高3 高木　愛夏 高1 安藤　芽生 高3 伊藤　楓華 高3 大野　友美 高3 小久保紗由佳 高2 近藤　奏歩 高1 平野由里子 高1 原田　芽実 高3

400m 豊川 愛み大瑞穂 愛み大瑞穂 多治見西 豊川 東邦 愛み大瑞穂 椙山女学園 東邦 尾鷲

タイム決勝 4:19.28 4:21.67 4:25.20 4:25.55 4:31.15 4:31.17 4:32.48 4:33.88 4:34.55 4:34.75

自由形 森山　幸美 高3 西津　亜紀 高2 中山　実穂 高3 伊藤　楓華 高3 加藤　花梨 高2 近藤　奏歩 高1 平野由里子 高1 原田　芽実 高3 武井　皐月 高3 大野　友美 高3

800m 豊川 豊川 愛み大瑞穂 豊川 多治見西 椙山女学園 東邦 尾鷲 磐田農業 東邦

タイム決勝 8:47.28 8:56.19 8:59.09 9:07.39 9:14.46 9:15.15 9:15.47 9:20.82 9:21.74 9:22.21

(大会新)

背泳ぎ 小西　杏奈 高3 杉山　華彩 高1 寺本　瑠美 高3 泉田　　葵 高3 松浦　可苗 高1 長崎　千夏 高2 青木悠吏奈 高3 間部ももせ 高1 石井　涼子 高2 石川　佳依 高3

100m 豊川 静岡東 愛み大瑞穂 伊東 磐田農業 椙山女学園 浜名 飛龍 富士見 愛工大名電

予選 1:02.67 1:03.93 1:04.99 1:05.91 1:06.17 1:06.22 1:07.15 1:07.36 1:07.49 1:07.64

(大会新)

背泳ぎ 杉山　華彩 高1 小西　杏奈 高3 寺本　瑠美 高3 松浦　可苗 高1 泉田　　葵 高3 長崎　千夏 高2 間部ももせ 高1 青木悠吏奈 高3 仙田　悠女 高1 野末菜々子 高3

200m 静岡東 豊川 愛み大瑞穂 磐田農業 伊東 椙山女学園 飛龍 浜名 浜松商業 磐田農業

予選 2:17.26 2:18.77 2:19.14 2:19.38 2:22.25 2:24.05 2:25.26 2:25.33 2:25.58 2:26.41
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2014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/01

会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

背泳ぎ 小西　杏奈 高3 杉山　華彩 高1 寺本　瑠美 高3 長崎　千夏 高2 泉田　　葵 高3 松浦　可苗 高1 青木悠吏奈 高3 間部ももせ 高1 石井　涼子 高2 石川　佳依 高3

100m 豊川 静岡東 愛み大瑞穂 椙山女学園 伊東 磐田農業 浜名 飛龍 富士見 愛工大名電

決勝 1:02.45 1:03.07 1:03.71 1:04.95 1:05.59 1:05.85 1:07.17 1:07.32 1:07.97 1:08.41

(大会新)

背泳ぎ 小西　杏奈 高3 寺本　瑠美 高3 杉山　華彩 高1 松浦　可苗 高1 泉田　　葵 高3 長崎　千夏 高2 青木悠吏奈 高3 間部ももせ 高1 仙田　悠女 高1 野末菜々子 高3

200m 豊川 愛み大瑞穂 静岡東 磐田農業 伊東 椙山女学園 浜名 飛龍 浜松商業 磐田農業

決勝 2:13.37 2:14.91 2:16.33 2:17.43 2:21.28 2:24.03 2:24.60 2:25.65 2:26.35 2:28.23

(大会新)

平泳ぎ 中野　　愛 高2 松原空彩虹 高1 齋藤　咲恵 高1 齊藤　千織 高2 田口そよ風 高3 片野絵美香 高3 内山　朋香 高1 猿渡万優子 高3 渕上　杏佳 高1 八木ゆり香 高3

100m 愛知淑徳 豊川 豊川 城南静岡 多治見西 椙山女学園 伊東 浜松西 椙山女学園 城南静岡

予選 1:11.82 1:12.11 1:13.81 1:13.92 1:14.48 1:14.54 1:16.27 1:16.35 1:16.36 1:16.76

平泳ぎ 中野　　愛 高2 松原空彩虹 高1 齋藤　咲恵 高1 廣橋　海結 高3 田口そよ風 高3 齊藤　千織 高2 内山　朋香 高1 渕上　杏佳 高1 薩美　日向 高1 鈴木　里奈 高3

200m 愛知淑徳 豊川 豊川 浜松商業 多治見西 城南静岡 伊東 椙山女学園 愛み大瑞穂 椙山女学園

予選 2:32.30 2:32.44 2:32.92 2:34.39 2:36.19 2:37.17 2:41.85 2:41.91 2:42.96 2:43.55

平泳ぎ 中野　　愛 高2 松原空彩虹 高1 齊藤　千織 高2 齋藤　咲恵 高1 田口そよ風 高3 片野絵美香 高3 渕上　杏佳 高1 八木ゆり香 高3 猿渡万優子 高3 内山　朋香 高1

100m 愛知淑徳 豊川 城南静岡 豊川 多治見西 椙山女学園 椙山女学園 城南静岡 浜松西 伊東

決勝 1:11.12 1:11.29 1:12.37 1:12.47 1:13.61 1:14.22 1:14.88 1:15.66 1:15.77 1:17.10

平泳ぎ 齋藤　咲恵 高1 中野　　愛 高2 松原空彩虹 高1 廣橋　海結 高3 田口そよ風 高3 齊藤　千織 高2 薩美　日向 高1 内山　朋香 高1 鈴木　里奈 高3 渕上　杏佳 高1

200m 豊川 愛知淑徳 豊川 浜松商業 多治見西 城南静岡 愛み大瑞穂 伊東 椙山女学園 椙山女学園

決勝 2:28.88 2:29.94 2:30.13 2:32.41 2:34.03 2:37.13 2:42.14 2:42.58 2:42.91 2:43.15

(大会新) (大会新) (大会新)

バタフライ 深谷　茉以 高3 南谷　彩香 高2 平岩　桃夏 高3 菊地　愉友 高1 城井　麻希 高2 小林　瑠那 高1 小島　里野 高3 南谷　明香 高1 吉村　莉奈 高3 櫻井　美聡 高2

100m 椙山女学園 愛み大瑞穂 愛み大瑞穂 磐田農業 浜松市立 豊川 椙山女学園 豊川 多治見西 静岡商業

予選 1:01.62 1:02.05 1:02.91 1:03.12 1:03.12 1:03.39 1:03.55 1:03.76 1:03.96 1:04.34

(同4位)

バタフライ 深谷　茉以 高3 城井　麻希 高2 早川　咲希 高3 吉村　莉奈 高3 南谷　明香 高1 小島　里野 高3 南谷　彩香 高2 藤田　瑠莉 高3 平岩　桃夏 高3 小林　瑠那 高1

200m 椙山女学園 浜松市立 愛み大瑞穂 多治見西 豊川 椙山女学園 愛み大瑞穂 浜名 愛み大瑞穂 豊川

予選 2:14.94 2:15.67 2:15.74 2:15.75 2:16.67 2:16.76 2:17.89 2:18.71 2:18.83 2:19.38

バタフライ 深谷　茉以 高3 南谷　彩香 高2 城井　麻希 高2 平岩　桃夏 高3 小林　瑠那 高1 南谷　明香 高1 菊地　愉友 高1 小島　里野 高3 吉村　莉奈 高3 櫻井　美聡 高2

100m 椙山女学園 愛み大瑞穂 浜松市立 愛み大瑞穂 豊川 豊川 磐田農業 椙山女学園 多治見西 静岡商業

決勝 1:00.69 1:01.59 1:02.32 1:02.75 1:03.03 1:03.11 1:03.11 1:03.29 1:03.62 1:04.20

(大会新) (同6位)

バタフライ 早川　咲希 高3 城井　麻希 高2 深谷　茉以 高3 小島　里野 高3 吉村　莉奈 高3 南谷　明香 高1 南谷　彩香 高2 平岩　桃夏 高3 小林　瑠那 高1 藤田　瑠莉 高3

200m 愛み大瑞穂 浜松市立 椙山女学園 椙山女学園 多治見西 豊川 愛み大瑞穂 愛み大瑞穂 豊川 浜名

決勝 2:14.06 2:14.19 2:14.25 2:15.07 2:17.19 2:17.28 2:17.56 2:17.88 2:18.21 2:20.28

(大会新) (大会新) (大会新)
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2014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/01

会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

個人メドレー 森山　幸美 高3 山田　千尋 高3 藤田　瑠莉 高3 澁谷　芽実 高3 吉永　和世 高3 杉原沙弥香 高2 小﨑　絵莉 高1 下嶋菜々恵 高1 市野　梨名 高1 秦　　邑菜 高2

200m 豊川 豊川 浜名 愛工大名電 静岡商業 島田商業 愛み大瑞穂 磐田農業 愛み大瑞穂 東邦

予選 2:19.85 2:20.02 2:23.34 2:25.13 2:25.32 2:25.84 2:26.15 2:26.95 2:27.26 2:29.50

個人メドレー 森山　幸美 高3 山田　千尋 高3 澁谷　芽実 高3 藤田　瑠莉 高3 小﨑　絵莉 高1 市野　梨名 高1 杉原沙弥香 高2 下嶋菜々恵 高1 吉永　和世 高3 秦　　邑菜 高2

200m 豊川 豊川 愛工大名電 浜名 愛み大瑞穂 愛み大瑞穂 島田商業 磐田農業 静岡商業 東邦

決勝 2:17.99 2:18.20 2:21.64 2:22.10 2:23.34 2:24.08 2:25.41 2:25.60 2:26.99 2:28.82

個人メドレー 山田　千尋 高3 廣橋　海結 高3 菊地　愉友 高1 澁谷　芽実 高3 下嶋菜々恵 高1 小﨑　絵莉 高1 市野　梨名 高1 吉永　和世 高3 秦　　邑菜 高2 目黒　瑠菜 高1

400m 豊川 浜松商業 磐田農業 愛工大名電 磐田農業 愛み大瑞穂 愛み大瑞穂 静岡商業 東邦 東邦

タイム決勝 4:46.28 4:51.54 4:53.63 5:01.70 5:03.11 5:03.96 5:07.80 5:08.58 5:10.57 5:10.69

(大会新)

リレー 豊川 高 愛み大瑞穂 高 椙山女学園 高 愛知淑徳 高 富士見 高 磐田農業 高 伊東 高 東邦 高 愛工大名電 高 浜松市立 高

200m 小西　杏奈 高3 市川　瑛美 高2 長崎　千夏 高2 斉尾　有彩 高1 平島有佳子 高2 松浦　可苗 高1 横山　若奈 高3 右田　莉奈 高2 石川　佳依 高3 塚田　　莉 高3

タイム決勝 西津　亜紀 高2 成瀬　実希 高3 小島　里野 高3 中野　　愛 高2 惟村　佳穂 高3 稲葉　優綺 高2 泉田　　葵 高3 目黒　静菜 高3 山田　姫奈 高3 黒田　朋美 高3

荒　美彩子 高2 羽賀　友香 高1 伊藤　智美 高1 後藤　　怜 高3 植松　真由 高3 寺田　凪沙 高2 川村明日香 高2 大野　友美 高3 鈴木　友菜 高1 上田さつき 高1

森山　幸美 高3 南谷　彩香 高2 深谷　茉以 高3 堀　　未有 高2 知花　咲湖 高3 菊地　愉友 高1 内山　朋香 高1 松下　海里 高2 池田　実咲 高2 城井　麻希 高2

1:47.59 Fin. 1:48.68 Fin. 1:49.82 Fin. 1:51.15 Fin. 1:52.34 Fin. 1:52.69 Fin. 1:52.99 Fin. 1:53.69 Fin. 1:54.40 Fin. 1:54.69 Fin.

   26.85 1st.    27.34 1st.    27.52 1st.    27.20 1st.    28.39 1st.    28.03 1st.    27.93 1st.    29.31 1st.    28.64 1st.    29.24 1st.

リレー 豊川 高 愛み大瑞穂 高 椙山女学園 高 愛知淑徳 高 多治見西 高 富士見 高 東邦 高 伊東 高 磐田農業 高 静岡商業 高

400m 小西　杏奈 高3 市川　瑛美 高2 伊藤　智美 高1 斉尾　有彩 高1 吉村　莉奈 高3 平島有佳子 高2 目黒　静菜 高3 内山　朋香 高1 松浦　可苗 高1 小川　茉南 高3

タイム決勝 西津　亜紀 高2 寺本　瑠美 高3 深谷　茉以 高3 後藤　　怜 高3 加藤　花梨 高2 石井　涼子 高2 渡邉　怜那 高3 横山　若奈 高3 下嶋菜々恵 高1 櫻井　美聡 高2

山田　千尋 高3 成瀬　実希 高3 長崎　千夏 高2 中村栞緒里 高2 田口そよ風 高3 植松　真由 高3 大野　友美 高3 泉田　　葵 高3 柳澤　陽香 高2 川畑　結花 高3

森山　幸美 高3 南谷　彩香 高2 小島　里野 高3 中野　　愛 高2 安藤　芽生 高3 知花　咲湖 高3 岩田　はな 高2 川村明日香 高2 菊地　愉友 高1 吉永　和世 高3

3:54.47 Fin. 3:58.40 Fin. 3:59.82 Fin. 4:01.90 Fin. 4:03.33 Fin. 4:03.88 Fin. 4:05.10 Fin. 4:05.83 Fin. 4:06.23 Fin. 4:08.07 Fin.

   58.24 1st.  1:00.36 1st.    59.77 1st.    58.88 1st.    59.99 1st.  1:01.45 1st.  1:02.27 1st.  1:01.54 1st.  1:01.66 1st.  1:02.16 1st.

メドレーリレー 豊川 高 愛み大瑞穂 高 椙山女学園 高 愛知淑徳 高 富士見 高 磐田農業 高 愛工大名電 高 浜名 高 静岡商業 高 浜松商業 高

400m 小西　杏奈 高3 寺本　瑠美 高3 長崎　千夏 高2 堀　　未有 高2 石井　涼子 高2 松浦　可苗 高1 石川　佳依 高3 青木悠吏奈 高3 川畑　結花 高3 東　　優芳 高1

タイム決勝 松原空彩虹 高1 薩美　日向 高1 渕上　杏佳 高1 中野　　愛 高2 植松　真由 高3 金田あやめ 高2 大嶽　摩純 高1 藤田　瑠莉 高3 吉永　和世 高3 廣橋　海結 高3

小林　瑠那 高1 南谷　彩香 高2 深谷　茉以 高3 玉川結実子 高3 山口　実里 高3 菊地　愉友 高1 宮地　絢音 高1 孫六明日香 高2 櫻井　美聡 高2 仙田　悠女 高1

森山　幸美 高3 市川　瑛美 高2 伊藤　智美 高1 斉尾　有彩 高1 知花　咲湖 高3 柳澤　陽香 高2 澁谷　芽実 高3 青木　杏奈 高1 小川　茉南 高3 上田　栞名 高1

4:15.61 Fin. 4:20.47 Fin. 4:21.34 Fin. 4:25.65 Fin. 4:28.79 Fin. 4:29.00 Fin. 4:29.77 Fin. 4:30.29 Fin. 4:31.72 Fin. 4:32.58 Fin.

(大会新)

 1:03.46 1st.  1:04.14 1st.  1:05.49 1st.  1:10.76 1st.  1:07.39 1st.  1:06.05 1st.  1:08.67 1st.  1:06.71 1st.  1:10.78 1st.  1:11.10 1st.
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