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全  50 鈴木　愛生 中２ 丸岡 0:28.95 平澤　夕姫 中２ 南条 0:29.23 道林　莉花 中１ 勝山北部 0:29.34 青木　優奈 中１ 春江 0:29.90 近馬　亜実 中２ 武生第二 0:30.23 五十嵐　茜 中３ 万葉 0:30.45

自 1年100 奈良　春花 中１ 南条 1:05.22 高見　雪月 中１ 福工大福井 1:06.33 古森日々希 中１ 小浜第二 1:07.90 津島　花歩 中１ 光陽 1:08.78 矢尾　桃子 中１ 丸岡南 1:09.59 竹澤　花純 中１ 永平寺 1:10.64

由 全 100 田中　希蘭 中２ 南条 0:59.99 平澤　夕姫 中２ 南条 1:03.12 鈴木　愛生 中２ 丸岡 1:03.18 青木　優奈 中１ 春江 1:05.63 野坂　葵良 中１ 春江 1:06.85 五十嵐　茜 中３ 万葉 1:07.24

形 全 200 田中　希蘭 中２ 南条 2:11.33 砂畑りりす 中２ 清水 2:18.23 藤井　鈴音 中１ 足羽 2:19.19 高山　　鞠 中３ 明倫 2:19.77 高見　雪月 中１ 福工大福井 2:23.17 柴田　真夏 中１ 坂井 2:23.54

全 400 砂畑りりす 中２ 清水 4:47.56 藤井　鈴音 中１ 足羽 4:48.02 高山　　鞠 中３ 明倫 4:54.51 坪田　麗華 中１ 春江 4:56.04 長谷川円香 中２ 勝山南部 5:05.97 増永　梨子 中２ 福大附属 5:13.57

全800 坪田　麗華 中１ 春江 10:04.59 前田　春那 中１ 成和 10:15.29 橋本　優花 中３ 中央 11:39.15 下西　花音 中３ 小浜 11:43.99 西村　美郷 中３ 小浜 13:29.01 #N/A #N/A #N/A #N/A

平 1年100 川部衣知夏 中１ 松陵 1:15.04 矢尾　桃子 中１ 丸岡南 1:29.70 杉田　　光 中１ 中央 1:32.02 山田茉由季 中１ 開成 1:38.08 石畝南多里 中１ 勝山中部 2:09.90 兼田　京香 中１ 小浜 2:22.77

泳 全 100 南部　佑佳 中２ 光陽 1:21.81 出口　侑佳 中３ 小浜 1:24.72 橋本　莉乃 中１ 春江 1:26.29 山本　彩未 中２ 小浜 1:28.22 米澤　　彩 中３ 粟野 1:28.36 蓑輪　奈穂 中２ 中央 1:30.67

ぎ 全 200 川部衣知夏 中１ 松陵 2:43.65 南部　佑佳 中２ 光陽 2:58.00 橋本　莉乃 中１ 春江 3:04.43 米澤　　彩 中３ 粟野 3:05.19 山本　彩未 中２ 小浜 3:09.89 蓑輪　奈穂 中２ 中央 3:12.79

背 1年100 川端亜衣佳 中１ 粟野 1:23.75 ベロワマリヤ 中１ 福大附属 1:28.67 吉田実甫子 中１ 明倫 1:36.06 上田　美里 中１ 小浜 1:51.67 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

泳 全 100 米倉　史夏 中２ 気比 1:09.59 伊吹　美香 中３ 粟野 1:13.12 菱川　結羽 中２ 武生第一 1:13.60 矢部　りえ 中２ 南越 1:14.25 大門　美菜 中３ 東陽 1:16.17 森本　彩水 中１ 大飯 1:18.01

ぎ 全 200 米倉　史夏 中２ 気比 2:33.87 伊吹　美香 中３ 粟野 2:36.32 菱川　結羽 中２ 武生第一 2:37.70 矢部　りえ 中２ 南越 2:39.97 長谷川円香 中２ 勝山南部 2:42.33 大門　美菜 中３ 東陽 2:44.53

バ 1年 50 川端亜衣佳 中１ 粟野 0:34.01 竹澤　花純 中１ 永平寺 0:35.56 上田　美里 中１ 小浜 0:41.14 石畝南多里 中１ 勝山中部 0:56.90 兼田　京香 中１ 小浜 1:07.44 #N/A #N/A #N/A #N/A

タ 全 100 高橋紗也果 中３ 粟野 1:05.20 奥田紗矢香 中２ 清水 1:11.24 道林　莉花 中１ 勝山北部 1:11.47 久野万由子 中３ 丸岡南 1:16.75 高山　里緒 中２ 春江 1:18.78 山本　悠衣 中３ 丸岡南 1:22.19

フ 全 200 高橋紗也果 中３ 粟野 2:24.35 奈良　春花 中１ 南条 2:40.06 増永　梨子 中２ 福大附属 2:42.15 久野万由子 中３ 丸岡南 2:43.81 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

個 全 200 岸　　春佳 中３ 足羽 2:30.05 近馬　亜実 中２ 武生第二 2:36.37 脇本　結依 中２ 清水 2:40.65 前田　春那 中１ 成和 2:44.15 森口　紗愛 中２ 小浜 2:45.64 森本　彩水 中１ 大飯 2:47.12

メ 全 400 岸　　春佳 中３ 足羽 5:16.03 脇本　結依 中２ 清水 5:40.57 森口　紗愛 中２ 小浜 5:49.10 中村　文香 中３ 進明 5:55.55 石田　梨華 中２ 開成 6:18.84 松岡　風花 中３ 小浜 6:58.52
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備考 足羽 3年 5:16.03 足羽 3年 2:29.09
南条 2年 2:11.33 足羽 3年 2:30.05
粟野 3年 2:24.35 松陵 1年 1:15.04

4:15.46
1位 2位 粟野中

南条中チーム 女子全学年400mリレー　タイム決勝 大会新・県中新
女子団体 南条中 3位 春江中

高橋紗也果 女子全学年200mバタフライ　決勝 大会新 川部衣知夏 女子1年100m平泳ぎ　タイム決勝 大会新
田中希蘭 女子全学年200m自由形　決勝 大会新 岸　春佳 女子全学年200m個人メドレー　決勝 大会新
岸　春佳 女子全学年400m個人メドレー　決勝 大会新 岸　春佳 女子全学年200m個人メドレー　予選 大会新

杉田 光
吉田幸乃
橋本優花
蓑輪菜穂

中央 4:53.56 #N/A #N/A #N/A

青木優奈
高山里緒
松尾奏美
野坂葵良

春江 4:31.57

森口紗愛
相蘇百英
山本彩未
下西花音

小浜 4:40.69

田中希蘭
若泉成華
奈良春花
平澤夕姫

南条 4:15.46

高橋紗也果
伊吹美香
川端亜衣佳
米澤　彩

粟野 4:29.38

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

長谷川円香
齊藤那奈薫
田中裕香
齋藤日和

勝山南部 5:34.44

五十嵐茜
山﨑唯月
豊田悠衣
関　栞奈

万葉 5:49.15

平澤夕姫
若泉成華
奈良春花
田中希蘭

南条 4:54.57

杉田　光
蓑輪玲奈
蓑輪奈穂
吉田幸乃

中央 5:33.80

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

青木優奈
橋本莉乃
坪田麗華
野坂葵良

春江 2:03.85 #N/A #N/A #N/A

                                                      会場  福井県営水泳場 午後 1：20現在  天候（晴れ）気温（30.0℃）水温（28.0℃）

平成２５年７月２１日（日） 午前 10:00現在  天候（晴れ）気温（26.0℃）水温（28.0℃）

午後 00:30現在  天候（晴れ）気温（30.0℃）水温（28.0℃）

   平成２５年度  第５１回福井県中学校夏季水泳競技大会 平成２５年７月２０日（土） 午前 10:00 現在  天候（晴）気温（29.0℃）水温（28.0℃）


