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全  50 岡田奈津美 中１ 小浜　 0:28.08 森口　真衣 中３ 小浜　 0:28.47 高橋　花帆 中１ 上中　 0:28.54 石本　綾音 中３ 陽明　 0:29.02 田附　未歩 中１ 万葉　 0:29.67 吉田　千晶 中１ 今庄　 0:31.38

自 1年100 岡田奈津美 中１ 小浜　 1:01.60 高橋　花帆 中１ 上中　 1:04.05 田附　未歩 中１ 万葉　 1:08.34 須藤はるか 中１ 中央　 1:11.96 鍋島　詩織 中１ 小浜　 1:14.49 矢尾　華子 中１ 丸岡南　 1:14.59

由 全 100 森口　真衣 中３ 小浜　 1:02.96 伊吹　春香 中２ 粟野　 1:05.62 井上　彩葉 中３ 松陵　 1:08.33 福岡　志保 中３ 鯖江　 1:08.73 奥田　伶菜 中２ 松陵　 1:12.21 山本　紗礼 中３ 小浜　 1:15.07

形 全 200 奧出　理子 中２ 社　 2:19.52 伊吹　春香 中２ 粟野　 2:25.16 吉田真悠子 中２ 高浜　 2:25.42 松永　柚姫 中２ 進明　 2:28.20 井上　彩葉 中３ 松陵　 2:31.04 小林明日香 中３ 北陸　 2:32.27

全 400 中島　帆波 中２ 丸岡南　 4:54.02 松永　柚姫 中２ 進明　 5:08.14 八田　朱里 中１ 鯖江　 5:20.58 吉留　史絵 中２ 小浜　 5:50.38 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

全800 中島　帆波 中２ 丸岡南　 10:14.65 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

平 1年100 橋本　佳奈 中１ 尚徳　 1:24.42 奥田　百香 中１ 福大附属　 1:37.18 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

泳 全 100 木水　愛理 中３ 鯖江　 1:21.79 梅野　千幸 中２ 万葉　 1:22.07 大川　稀世 中１ 丸岡南　 1:23.21 谷上なぎえ 中２ 武生第六　 1:28.23 小林明日香 中３ 北陸　 1:28.27 畠中　茉佑 中３ 小浜　 1:33.07

ぎ 全 200 梅野　千幸 中２ 万葉　 2:57.52 大川　稀世 中１ 丸岡南　 2:58.90 橋本　佳奈 中１ 尚徳　 2:59.17 木水　愛理 中３ 鯖江　 3:00.98 田中木乃実 中２ 勝山南部　 3:08.45 畠中　茉佑 中３ 小浜　 3:20.04

背 1年100 高島菜奈子 中１ 中央　 1:22.04 時岡　莉奈 中１ 大飯　 1:23.00 浅野　百香 中１ 鯖江　 1:30.58 伊部　蓉子 中１ 鯖江　 1:32.54 池田　晴香 中１ 南越　 1:37.06 #N/A #N/A #N/A #N/A

泳 全 100 藤井　愛華 中２ 大飯　 1:14.46 立壁　寧子 中２ 福大附属　 1:15.95 嶋田　莉子 中３ 勝山北部　 1:16.99 久野　知世 中１ 丸岡南　 1:17.17 木津　純菜 中３ 河野　 1:18.54 宮本　紗樹 中２ 陽明　 1:23.15

ぎ 全 200 藤井　愛華 中２ 大飯　 2:36.50 立壁　寧子 中２ 福大附属　 2:39.83 久野　知世 中１ 丸岡南　 2:47.13 木津　純菜 中３ 河野　 2:49.27 嶋田　莉子 中３ 勝山北部　 2:53.43 時岡　莉奈 中１ 大飯　 2:54.74

バ 1年 50 かせ屋茉奈 中１ 鯖江　 0:35.95 鍋島　詩織 中１ 小浜　 0:39.08 池田　晴香 中１ 南越　 0:44.06 竹内　菜摘 中１ 松陵　 0:44.79 荒井　佑芽 中１ 松陵　 0:53.40 #N/A #N/A #N/A #N/A

タ 全 100 石本　綾音 中３ 陽明　 1:09.45 角田　実優 中１ 開成　 1:09.89 澤田　晴香 中１ 社　 1:11.87 かせ屋茉奈 中１ 鯖江　 1:22.86 西行　仁美 中３ 開成　 1:25.21 鈴木　美波 中３ 小浜　 1:30.37

フ 全 200 角田　実優 中１ 開成　 2:35.50 西行　仁美 中３ 開成　 3:15.87 袖川　美久 中２ 勝山北部　 3:21.73 宮本　紗樹 中２ 陽明　 3:25.38 鈴木　美波 中３ 小浜　 3:29.88 #N/A #N/A #N/A #N/A

個 全 200 奧出　理子 中２ 社　 2:39.78 吉田真悠子 中２ 高浜　 2:47.26 福岡　志保 中３ 鯖江　 2:52.22 吉田　千晶 中１ 今庄　 2:52.95 渕上　　平 中３ 小浜　 3:16.43 #N/A #N/A #N/A #N/A

メ 全 400 澤田　晴香 中１ 社　 5:34.08 田中木乃実 中２ 勝山南部　 5:58.91 谷上なぎえ 中２ 武生第六　 6:17.06 須藤はるか 中１ 中央　 6:22.94 奥田　伶菜 中２ 松陵　 6:34.00 宮下　万由 中３ 中央　 7:52.88

1年200 八田朱里 中1 鯖江　 2:13.94 竹内菜摘 中1 松陵　 2:52.48 中1 #N/A #N/A 中1 #N/A #N/A 中1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ﾘﾚｰ 伊部蓉子 中1 加藤詩音 中1 中1 中1 中1

リ 浅野百香 中1 鈴木夢来 中1 中1 中1 中1

かせ屋茉奈 中1 荒井佑芽 中1 中1 中1 中1

全 400 久野知世 中1 丸岡南 5:20.81 森本友紀菜　 中2 鯖江　 5:24.08 宮本紗樹 中2 陽明　 5:33.65 吉留史絵 中2 小浜　 5:43.88 高島菜奈子 中1 中央　 5:50.20 奥田伶菜 中2 松陵　 6:26.36

レ ﾒﾄﾞﾚｰ 大川稀世 中1 木水愛理 中3 瀬戸愛実瑠 中2 畠中茉佑 中3 杉田萌 中2 荒井佑芽 中1

ﾘﾚｰ 矢尾華子 中1 かせ屋茉奈 中1 石本綾音 中3 藤井さやか 中3 須藤はるか 中1 竹内菜摘 中1

中島帆波 中2 福岡志保 中3 嶋田友梨恵 中3 渕上平 中3 宮下万由 中3 井上彩葉 中3

ー全 400 岡田奈津美 1 小浜　 4:34.32 久野知世 1 丸岡南　 4:39.93 福岡志保 3 鯖江　 4:44.03 石本綾音 3 陽明　 4:53.21 田附未歩 1 万葉　 5:01.27 須藤はるか 1 中央　 5:23.43

ﾘﾚｰ 渕上平 3 矢尾華子 1 木水愛理 3 宮本紗樹 2 加藤万由佳 1 高島菜奈子 1

山本紗礼 3 大川稀世 1 伊部蓉子 1 瀬戸愛実瑠 2 中村茉佑 3 渡辺未夏 3

森口真衣 3 中島帆波 2 八田朱里 1 嶋田友梨恵 3 梅野千幸 2 宮下万由 3

備考

小浜 岡田奈津美　 1年 27.98

大会新 小浜 岡田奈津美　 1年 1:01.02

小浜 岡田奈津美　 1年 1:01.60 女子1年100m自由形（決勝）

午後 13 :00現在  天候（晴）気温（33.0℃）水温（29.5℃）

平成22年７月19日（月） 午前 10:00現在  天候（晴）気温（34.0℃）水温（28.5.0℃）

   平成22 年度  第48回福井県中学校夏季水泳競技大会 平成22年７月18日（日） 午前 10:00現在  天候（晴）気温（34.0℃）水温（28.5℃）

                                                      会場  福井県営水泳場

午後 12 :00現在  天候（晴）気温（34.0℃）水温（29.5℃）

全中標準記録突破

女子1年100m自由形（予選）

女子全学年50m自由形（予選）


