
女子成績一覧表
会場

   
自由形 榎田 璃美 高1 関谷 彩花 高2 古畑 佳寿美 高2 山口 祐奈 高1 田中 遥希 高1 志塚 寧々 高3 牧野 郁美 高1 川島 美憂 高2
50m 明和県央 関東学園大附 前橋女子 高崎女子 高崎東 明和県央 沼田女子 関東学園大附

27.82 27.95 28.25 28.37 28.45 28.80 28.92 28.96

自由形 山口 祐奈 高1 小池 姫歌 高3 五十嵐 遥香 高2 内山 栞里 高2 古畑 佳寿美 高2 榎田 璃美 高1 松田 花 高2 関谷 彩花 高2
100m 高崎女子 明和県央 桐生 共愛学園 前橋女子 明和県央 関東学園大附 関東学園大附

1:01.26 1:01.46 1:01.58 1:02.22 1:02.34 1:02.45 1:02.50 1:02.75

自由形 五十嵐 遥香 高2 石坂 藍 高3 野口 愛奈 高1 小池 姫歌 高3 内山 栞里 高2 竹越 万純 高1 庄田 涼々 高1 大須 妃菜 高3
200m 桐生 明和県央 太田女子 明和県央 共愛学園 前橋女子 関東学園大附 東京農大第二

2:12.47 2:13.83 2:13.91 2:14.84 2:16.17 2:18.08 2:18.12 2:23.33

自由形 平井 芽衣那 高2 吉澤 穂乃佳 高1 新井 麻友 高3 野口 愛奈 高1 石坂 藍 高3 庄田 涼々 高1 松島 志桜 高2 林 宥綺 高3
400m 高崎女子 共愛学園 共愛学園 太田女子 明和県央 関東学園大附 関東学園大附 明和県央

4:34.14 4:43.54 4:43.64 4:46.11 4:50.86 4:51.62 4:55.40 4:56.53

自由形 新井 麻友 高3 松島 志桜 高2 林 宥綺 高3 野尻 愛紗 高2
800m 共愛学園 関東学園大附 明和県央 前橋南

9:40.10 9:47.63 10:00.33 10:31.44

背泳ぎ 武井 香 高3 瀬川 さくら 高1 椎名 萌 高2 須永 ひまり 高2 小林 晴花 高2 野村 未桜 高1 片岡 あやな 高1 橋本 愛梨沙 高1
100m 前橋商業 共愛学園 前橋女子 中央中等 市立太田 新島学園 関東学園大附 太田東

1:06.49 1:07.43 1:07.54 1:08.78 1:09.04 1:12.64 1:12.80 1:13.43

背泳ぎ 椎名 萌 高2 瀬川 さくら 高1 武井 香 高3 松田 花 高2 小林 晴花 高2 片岡 あやな 高1 野村 未桜 高1
200m 前橋女子 共愛学園 前橋商業 関東学園大附 市立太田 関東学園大附 新島学園

2:21.78 2:26.17 2:29.01 2:29.66 2:31.37 2:33.84 2:34.10

平泳ぎ 橋本 さくら 高1 鈴木 千尋 高2 木本 帆香 高2 常岡 愛美 高2 鈴木 綾乃 高1 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ 菜々子 高1 三木 杏華 高2 玉井 菜々花 高1
100m 明和県央 共愛学園 高崎女子 太田東 関東学園大附 ぐんま国際 富岡 前橋商業

1:14.74 1:16.37 1:19.56 1:19.60 1:20.68 1:20.73 1:21.28 1:22.26

平泳ぎ 橋本 さくら 高1 鈴木 千尋 高2 三好 望未 高3 木本 帆香 高2 鈴木 綾乃 高1 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ 菜々子 高1 三木 杏華 高2 井野 凪紗 高1
200m 明和県央 共愛学園 高崎女子 高崎女子 関東学園大附 ぐんま国際 富岡 前橋育英

2:43.94 2:46.44 2:47.73 2:51.53 2:52.49 2:53.72 2:54.53 2:57.76

バタフライ 佐藤 瑠風 高2 藤倉 璃保 高3 齋藤 詩穂 高3 牧野 郁美 高1 橋爪 毬予 高3 冨賀見 柊子 高2 岩井 花恋 高3 小林 眞夢 高3
100m 明和県央 前橋女子 桐生南 沼田女子 健大高崎 市立太田 共愛学園 市立太田

1:05.13 1:05.75 1:07.21 1:07.43 1:07.51 1:07.61 1:09.76 1:10.08

バタフライ 藤倉 璃保 高3 佐藤 瑠風 高2 冨賀見 柊子 高2 齋藤 詩穂 高3 橋爪 毬予 高3 小倉 涼花 高2 桝井 碧海 高1 吉田 早希 高1
200m 前橋女子 明和県央 市立太田 桐生南 健大高崎 関東学園大附 太田女子 中央中等

2:20.73 2:22.30 2:26.37 2:26.76 2:31.03 2:33.96 2:38.89 2:39.55

令和1年度 群馬県高等学校総合体育大会水泳競技会 2019/8/1
群馬県立敷島公園水泳場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位



   
個人メドレー 槇 栞絵理 高2 古川 美怜 高3 三好 望未 高3 髙山 紅音 高1 遠山 愛乃 高2 吉澤 穂乃佳 高1 小柴 美月 高1 野尻 果鈴 高1
200m 桐生南 共愛学園 高崎女子 共愛学園 太田女子 共愛学園 東京農大第二 高崎商業

2:27.60 2:30.41 2:30.49 2:30.52 2:32.86 2:36.33 2:41.18 2:49.02

個人メドレー 平井 芽衣那 高2 槇 栞絵理 高2 古川 美怜 高3 髙山 紅音 高1 遠山 愛乃 高2 岩井 花恋 高3 野尻 果鈴 高1
400m 高崎女子 桐生南 共愛学園 共愛学園 太田女子 共愛学園 高崎商業

5:09.35 5:15.59 5:20.10 5:21.07 5:27.22 5:34.92 6:00.83

リレー 明和県央 前橋女子 高崎女子 共愛学園 関東学園大附 東京農大第二 太田女子 市立太田
400m 榎田 璃美 高1 古畑 佳寿美 高2 三好 望未 高3 瀬川 さくら 高1 関谷 彩花 高2 堀口 詩織 高3 遠山 愛乃 高2 小林 晴花 高2

佐藤 瑠風 高2 藤倉 璃保 高3 木本 帆香 高2 吉澤 穂乃佳 高1 片岡 あやな 高1 大須 妃菜 高3 山本 芹菜 高2 冨賀見 柊子 高2
小池 姫歌 高3 竹越 万純 高1 平井 芽衣那 高2 新井 麻友 高3 松田 花 高2 小柴 美月 高1 桝井 碧海 高1 須永 可恋 高3
石坂 藍 高3 椎名 萌 高2 山口 祐奈 高1 内山 栞里 高2 川島 美憂 高2 飯島 凛 高2 野口 愛奈 高1 小林 眞夢 高3

4:05.31 4:09.43 4:10.90 4:11.07 4:14.52 4:20.38 4:23.51 4:44.80

1:01.76 1泳 1:02.40 1泳 1:04.23 1泳 1:02.65 1泳 1:02.21 1泳 1:07.42 1泳 1:03.36 1泳 1:04.48 1泳

リレー 共愛学園 明和県央 前橋女子 高崎女子 関東学園大附
800m 内山 栞里 高2 佐藤 瑠風 高2 藤倉 璃保 高3 山口 祐奈 高1 松島 志桜 高2

古川 美怜 高3 小池 姫歌 高3 竹越 万純 高1 三好 望未 高3 小倉 涼花 高2
瀬川 さくら 高1 橋本 さくら 高1 古畑 佳寿美 高2 木本 帆香 高2 庄田 涼々 高1
新井 麻友 高3 石坂 藍 高3 椎名 萌 高2 平井 芽衣那 高2 川島 美憂 高2

8:52.31 8:55.48 9:03.23 9:07.55 9:23.88

2:14.40 1泳 2:10.77 1泳 2:11.25 1泳 2:14.57 1泳 2:17.68 1泳

メドレーリレー 明和県央 共愛学園 前橋女子 高崎女子 関東学園大附 東京農大第二 市立太田
400m 小池 姫歌 高3 瀬川 さくら 高1 椎名 萌 高2 山口 祐奈 高1 松田 花 高2 飯島 凛 高2 小林 晴花 高2

橋本 さくら 高1 鈴木 千尋 高2 狩野 碧 高1 木本 帆香 高2 鈴木 綾乃 高1 堀口 詩織 高3 小林 眞夢 高3
佐藤 瑠風 高2 岩井 花恋 高3 藤倉 璃保 高3 平井 芽衣那 高2 小倉 涼花 高2 大須 妃菜 高3 冨賀見 柊子 高2
榎田 璃美 高1 内山 栞里 高2 古畑 佳寿美 高2 三好 望未 高3 関谷 彩花 高2 小柴 美月 高1 須永 可恋 高3

4:30.74 4:33.79 4:38.54 4:40.44 4:43.64 5:08.03 5:12.84

1:11.28 1泳 1:07.86 1泳 1:08.15 1泳 1:11.93 1泳 1:11.65 1泳 1:12.39 1泳 1:08.48 1泳

総合成績 得点

第 1 位 129

第 2 位 121

第 3 位 84

第 4 位 80

第 5 位 70

第 6 位 26

第 7 位 25

第 8 位 24

関東学園大学附属高等学校

群馬県立桐生南高等学校

群馬県立太田女子高等学校

太田市立太田高等学校

共愛学園高等学校

明和県央高等学校

群馬県立高崎女子高等学校

群馬県立前橋女子高等学校

女子総合

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位


