
 第７０回 国民体育大会山形県予選会水泳競技大会          女子成績一覧表 少年Ａ

 2015/07/26 ～ 2015/07/26

 会場  酒田市光ケ丘プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 須藤　美里 高2 東海林美貴 高2 加地　明歩 高2 土屋　楓子 高2 渡邉　世名 高2 矢萩　　晴 高2 粕谷　美紅 高2 渡部　未歩 高3

50m 日大山形高校 明新館高校 九里学園 長井高校 山形北高校 日大山形高校 山形北高校 山形中央高校

決勝 27.97 28.30 28.76 28.80 28.86 29.28 29.65 29.73

自由形 五十嵐　悠 高2 須藤　美里 高2 東海林美貴 高2 矢萩　　晴 高2 門脇　実紅 高3 後藤　里奈 高3 渡部　未歩 高3 歌川　朋美 高2

100m 鶴岡南高校 日大山形高校 明新館高校 日大山形高校 酒田光陵高校 山形中央高校 山形中央高校 酒田東高

決勝 59.40 1:00.30 1:01.44 1:01.56 1:01.86 1:03.64 1:04.27 1:04.71

自由形 門脇　実紅 高3 中村　　薫 高2 歌川　朋美 高2

400m 酒田光陵高校 長井高校 酒田東高

決勝 4:36.12 4:52.26 4:54.41

背泳ぎ 古林　毬菜 高3 横山　晴菜 高2 武田　幸奈 高3 松木　理香 高3 粕谷　美紅 高2

200m 日大山形高校 山形城北高校 山形中央高校 九里学園 山形北高校

決勝 2:19.77 2:23.70 2:24.55 2:37.90 2:41.23

平泳ぎ 工藤　菜々 高2 難波　颯紀 高3 會田　莉子 高2 菊地　　遥 高2

200m 山本学園 鶴岡南高校 山形西高校 九里学園

決勝 2:36.89 2:38.87 2:39.62 2:47.79

バタフライ 丸子　紗奈 高3 中村　　薫 高2

200m 山形中央高校 長井高校

決勝 2:18.47 2:34.05

個人メドレー 板垣　知穂 高2 菊地　　遥 高2 鈴木　愛由 高2 齋藤沙梨奈 高2

400m 鶴岡東高 九里学園 山形中央高校 日大山形高校

決勝 5:12.80 5:19.66 5:19.74 5:23.73
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 第７０回 国民体育大会山形県予選会水泳競技大会          男子成績一覧表 少年Ａ

 2015/07/26 ～ 2015/07/26

 会場  酒田市光ケ丘プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 讃岐　昂汰 高2 齋藤　　哲 高3 東海林　大 高2 小川　季樹 高3 髙橋　洋介 高3 布施　遥平 高3 増川　紘太 高2 安部　航大 高2

50m 酒田光陵高校 鶴岡南高校 山形ＤＣ 日大山形高校 山形中央高校 山形中央高校 山形南高校 米沢興譲館

決勝 24.90 25.35 25.44 25.52 25.70 25.80 26.18 26.23

自由形 佐藤　光起 高3 東海林　大 高2 佐藤　聖哉 高3 小川　季樹 高3 増川　紘太 高2 佐藤　空哉 高2 花岡　慶弥 高2 佐藤亨志郎 高3

100m 酒田光陵高校 山形ＤＣ 鶴岡東高 日大山形高校 山形南高校 山形南高校 酒田東高 山形中央高校

決勝 54.54 55.51 55.68 56.39 56.42 57.22 57.67 58.00

自由形 須藤　由隆 高3 笹原　隼人 高2 石塚　大地 高3 余語　海都 高2 長沼　　時 高2 工藤　慶郁 高2

400m 鶴岡工業高校 酒田光陵高校 鶴岡工業高校 酒田光陵高校 九里学園 山形城北高校

決勝 4:14.20 4:16.37 4:18.72 4:27.04 4:35.19 4:50.14

背泳ぎ 青木　順一 高3 江本　　樹 高3 早坂　　佳 高3 伊藤　　輝 高2 渡部　優太 高2 古内　晴貴 高2 堀　　幸央 高2 安部　怜児 高2

200m 山形中央高校 日大山形高校 山形中央高校 山形南高校 酒田東高 日大山形高校 山形南高校 長井高校

決勝 2:06.40 2:08.95 2:13.83 2:20.52 2:20.87 2:21.04 2:24.29 2:30.30

平泳ぎ 村上　優真 高2 布施　遥平 高3 菊地　正樹 高2 土岐　一永 高2 笹原　隼人 高2 松田　直也 高2 菊池　一真 高2 秋葉　広樹 高2

200m 酒田光陵高校 山形中央高校 山形中央高校 鶴岡工業高校 酒田光陵高校 米沢興譲館 日大山形高校 鶴岡南高校

決勝 2:22.62 2:24.43 2:26.63 2:30.85 2:32.91 2:34.09 2:35.62 2:46.83

バタフライ 栗原　涼太 高3 志田　龍星 高3 渡部　雄大 高2 西脇　　凜 高2

200m 山形中央高校 日大山形高校 山形工業高校 鶴岡南高校

決勝 2:05.34 2:09.28 2:11.30 2:20.26

個人メドレー 佐藤　祐大 高3 岡崎　廉士 高3 西脇　　凜 高2 渡部　雄大 高2 星川　慎吾 高2 松田　直也 高2

400m 鶴岡工業高校 山形中央高校 鶴岡南高校 山形工業高校 山形中央高校 米沢興譲館

決勝 4:45.27 4:49.22 4:53.45 5:05.50 5:09.35 5:12.70
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 第７０回 国民体育大会山形県予選会水泳競技大会          女子成績一覧表 少年Ｂ

 2015/07/26 ～ 2015/07/26

 会場  酒田市光ケ丘プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 荘司菜々子 高1 田畑　麗羅 高1 安部　美聡 高1 高橋　　櫻 高1 外舘　実樹 高1 橋本のぞみ 高1 髙橋　雪芽 高1 齊藤　　絢 高1

50m 日大山形高校 酒田光陵高校 山形中央高校 長井高校 酒田東高 米沢興譲館 長井高校 山形北高校

決勝 26.93 29.08 29.19 29.72 30.28 30.83 32.76 33.96

自由形 高橋　　梓 高1 川瀨陽菜乃 高1 安部　美聡 高1 田畑　麗羅 高1 黒田　侑花 高1 橋本のぞみ 高1 阿部　　南 高1 後藤　寧音 高1

100m 日大山形高校 日大山形高校 山形中央高校 酒田光陵高校 九里学園 米沢興譲館 山形北高校 山形北高校

決勝 1:01.58 1:02.51 1:03.10 1:03.33 1:04.15 1:04.93 1:05.41 1:06.79

自由形 高橋　　梓 高1 黒田　侑花 高1 阿部　　南 高1

400m 日大山形高校 九里学園 山形北高校

決勝 4:34.59 4:45.39 4:53.81

背泳ぎ 川瀨陽菜乃 高1 後藤　暖野 高1

100m 日大山形高校 山形西高校

決勝 1:09.34 1:10.74

平泳ぎ 高橋　　櫻 高1 稲毛　沙耶 高1

100m 長井高校 山形中央高校

決勝 1:19.75 1:20.30

バタフライ 荘司菜々子 高1 齋藤　　雅 高1 尾形　綾音 高1 中井川　燿 高1 佐藤　玖野 高1 三浦理緒子 高1 外舘　実樹 高1

100m 日大山形高校 山形中央高校 山形城北高校 日大山形高校 米沢興譲館 鶴岡南高校 酒田東高

決勝 1:02.66 1:05.00 1:08.26 1:10.80 1:12.75 1:13.01 1:16.30

個人メドレー 尾形　綾音 高1 中井川　燿 高1 三浦理緒子 高1 佐藤　玖野 高1 中川　愛美 高1

200m 山形城北高校 日大山形高校 鶴岡南高校 米沢興譲館 長井高校

決勝 2:32.50 2:33.88 2:34.98 2:39.02 3:53.35
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第７０回 国民体育大会山形県予選会水泳競技大会          男子成績一覧表 少年Ｂ

2015/07/26 ～ 2015/07/26

会場  酒田市光ケ丘プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 須藤　智貴 高1 小山　健悟 高1 滝口綾之佑 高1 梅津　柊也 高1 今野　政喜 高1 岡部　恭祐 高1 武田　湧稀 高1 大川　　伶 高1

50m 山形南高校 酒田東高 山形中央高校 長井高校 山形南高校 酒田西高校 山形城北高校 酒田南高校

決勝 25.14 26.20 26.51 26.80 26.87 26.89 26.96 27.02

自由形 菅原　　稜 高1 小山　健悟 高1 滝口凜太郎 高1 髙橋　　猛 高1 今井健太郎 高1 滝口綾之佑 高1 今野　政喜 高1 池田　善信 高1

100m 鶴岡南高校 酒田東高 山形中央高校 山形南高校 鶴岡南高校 山形中央高校 山形南高校 酒田光陵高校

決勝 56.57 56.73 57.22 57.47 57.69 58.53 59.00 59.40

自由形 槙　　竜汰 高1 佐藤　澪士 高1 武田　治樹 高1 村山　　卓 高1

400m 山形南高校 山形中央高校 山形中央高校 日大山形高校

決勝 4:07.68 4:10.32 4:37.01 4:46.16

背泳ぎ 荘司　和樹 高1 石塚　隼人 高1 滝口凜太郎 高1 矢萩　一成 高1 進藤　稜真 高1 宮地　琉成 高1

100m 日大山形高校 山形南高校 山形中央高校 山形南高校 酒田光陵高校 長井高校

決勝 1:00.48 1:05.86 1:10.21 1:11.44 1:14.01 1:21.93

平泳ぎ 佐藤　　歩 高1 菅原　　稜 高1 黒田　悠介 高1 富樫　奏太 高1 武田　進弥 高1

100m 日大山形高校 鶴岡南高校 山形中央高校 酒田東高 山形城北高校

決勝 1:06.84 1:07.49 1:14.99 1:16.60 1:25.39

バタフライ 髙橋　　猛 高1 佐藤　克洸 高1 北澤　朗斗 高1 佐藤　澪士 高1 梅津　柊也 高1 今井　　諒 高1 斎藤　一沙 高1 後藤　蘭丸 高1

100m 山形南高校 山形中央高校 山形南高校 山形中央高校 長井高校 酒田東高 鶴岡工業高校 日大山形高校

決勝 57.54 59.68 1:00.13 1:01.29 1:01.39 1:01.76 1:01.81 1:04.45

個人メドレー 佐藤　克洸 高1 門脇　正知 高1 今井　　諒 高1 小関　謙心 高1 今井健太郎 高1 冨樫　　晴 高1 栗原　剛志 高1 大川　　伶 高1

200m 山形中央高校 鶴岡南高校 酒田東高 日大山形高校 鶴岡南高校 日大山形高校 山形中央高校 酒田南高校

決勝 2:14.62 2:14.93 2:17.95 2:19.73 2:21.70 2:23.66 2:24.24 2:25.01
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 第７０回 国民体育大会山形県予選会水泳競技大会          女子成績一覧表 成年

 2015/07/26 ～ 2015/07/26

 会場  酒田市光ケ丘プール   学校・学年印字   

1位 2位

自由形 渋井　柚実 大1 長谷川　鼓 大1

50m 山梨学院大 日本体育大

タイム決勝 27.03 27.22

自由形 渋井　柚実 大1

100m 山梨学院大

タイム決勝 57.99

自由形 長谷川　鼓 大1

400m 日本体育大

タイム決勝 4:19.47

(大会新)

背泳ぎ 西脇　怜奈 大1

100m 筑波大

タイム決勝 1:03.22

(大会新)

バタフライ 加地明日香 大2

100m 新潟医福大

タイム決勝 1:05.06
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 第７０回 国民体育大会山形県予選会水泳競技大会          男子成績一覧表 成年

 2015/07/26 ～ 2015/07/26

 会場  酒田市光ケ丘プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位

自由形 大久保琳太郎 大1 梅津　潔志

50m 筑波大 酒田特別支援学校

タイム決勝 24.94 29.83

自由形 佐々木　友 大2

400m 日本大

タイム決勝 4:02.64

背泳ぎ 渡邉　直幸 梅津　潔志

100m 上山市役所 酒田特別支援学校

タイム決勝 58.77 1:28.94

平泳ぎ 大久保琳太郎 大1 今井　勇気 大2 鍋島　　怜 大2 渡部　翔太 熊谷　淳史 大3

100m 筑波大 新潟医福大 新潟医福大 山形ＳＣ 新潟医福大

タイム決勝 1:03.16 1:07.80 1:08.01 1:08.97 1:09.77

バタフライ 渡会　　舜 大2

100m 筑波大

タイム決勝 54.92

(大会新)

個人メドレー 渡会　　舜 大2 岡崎　洸大 大3 今井　勇気 大2 鍋島　　怜 大2

200m 筑波大 新潟医福大 新潟医福大 新潟医福大

タイム決勝 2:05.31 2:11.25 2:13.11 2:16.52
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