
平成２９年度　佐世保市中学校体育大会水泳競技（女子の部） 上位入賞者

氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録
岩永　結愛 川渕　紗菜 副島　海音 鬼崎　　遥

小澤　侑莉 山﨑　沙羅 副島　美海 笹川　舞花

前川　光音 宮地　希望 塩田　美月 鉾屋　綾菜

松下　遥奈 原﨑　花楓 三重　柚花 梅林　智恵

松元　　葵

大野　那奈

伊藤　桃葉

田口　莉杏

共 800m自由形 吉村　友里 広田中 9:54.10 財津　花 東明中 10:10.66 赤木　涼華 佐々中 10:19.86

共 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 小澤　侑莉 相浦中 5:54.98

1 50m自由形 平山　沙月 日野中 0:30.42 田口　莉杏 日宇中 0:44.19 川野　愛佳 日宇中 0:49.49

共 50m自由形 村上　愛優加 江迎中 0:30.95 本山　李夏 崎辺中 0:31.86 梅林　智恵 大野中 0:35.55 三重　柚花 愛宕中 0:35.80

共 50m平泳ぎ 大野　那奈 日宇中 0:56.36 川野　愛佳 日宇中 0:57.07

共 50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 宮地　希望 日宇中 0:37.02 山﨑　沙羅 日宇中 0:42.19 岩見　綸奈 中里中 0:43.73 岩川　彩楽 日野中 0:46.07

共 50m背泳ぎ 溝口　ひじり 日野中 0:48.57 松本　乃々葉 日宇中 0:49.86 鬼崎　遥 大野中 0:50.04 山口　志帆 日宇中 0:56.39

共 200m平泳ぎ 石瀧　よつ葉 中里中 3:05.89 中村　智穂 日宇中 3:42.51 德吉　花菜 日宇中 3:45.70

共 200m自由形 原﨑　花楓 日宇中 2:13.69 福田　礼衣 佐々中 2:17.73 黒﨑　　智香子 佐々中 2:29.70 平野　萌 中里中 2:35.99

共 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 鉾屋　綾菜 大野中 2:42.50 前川　光音 相浦中 2:53.72

共 200m背泳ぎ 岩永　結愛 相浦中 2:40.23 本山　李夏 崎辺中 2:52.45

共 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 吉村　友里 広田中 2:32.54 小澤　侑莉 相浦中 2:47.86

共 100m平泳ぎ 石瀧よつ葉 中里中 1:28.73 下田　菜々美 相浦中 1:40.03 大島　澪奈 福石中 1:43.92 中村　智穂 日宇中 1:44.27

1 100m平泳ぎ 大野　那奈 日宇中 2:06.59 笹川　舞花 大野中 2:10.24 山口　志帆 日宇中 2:11.26

共 100m自由形 原﨑　花楓 日宇中 1:01.93 福田　礼衣 佐々中 1:05.49 村上　愛優加 江迎中 1:08.35 黒﨑　智香子 佐々中 1:08.56

1 100m自由形 平山　沙月 日野中 1:08.35 伊藤　桃葉 日宇中 1:38.56 笹川　舞花 大野中 2:00.28 松元　葵 日宇中 2:04.13

共 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 鉾屋　綾菜 大野中 1:10.87 財津　花 東明中 1:14.66 前川　光音 相浦中 1:17.03 宮地　希望 日宇中 1:26.02

1 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 副島　海音 愛宕中 1:45.61 伊藤　桃葉 日宇中 2:00.60

共 100m背泳ぎ 岩永　結愛 相浦中 1:14.16 平野　萌 中里中 1:26.94 川渕　紗菜 日宇中 1:38.24 大島　澪奈 福石中 1:38.66

1 100m背泳ぎ 田口　莉杏 日宇中 2:08.89 松元　葵 日宇中 2:09.37

共 400m自由形 赤木　涼華 佐々中 5:00.82

小澤　侑莉 伊藤　桃葉

杉谷　麗奈 田口　莉杏

下田　菜々美 川野　愛佳

前川　光音 松元　葵

原﨑　花楓 鉾屋　綾菜 石瀧　よつ葉

宮地　希望 鬼崎　遥 西原　夢結

山﨑　沙羅 笹川　舞花 平井　那奈

川渕　紗菜 梅林　智恵 岩見　綸奈

順位 得点

１位 219 天候

２位 99 時間

３位 65 気温 26℃

４位 50 水温 24.5℃

５位 39 気温 29.0℃

６位 33 水温 25.5℃
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6:43.32共 400mﾘﾚｰ 日宇中 5:16.44 大野中

1 200mﾘﾚｰ 相浦中 2:19.50 日宇中 3:04.83

1
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ﾚｰ

日宇中 3:34.84

４位

日宇中

順位 １位 ２位 ３位
種目

共
400m
ﾒﾄﾞﾚｰﾘ
ﾚｰ

相浦中 5:21.93 5:49.53 愛宕中 6:43.42 大野中 6:48.17


