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2007/07/21 ～ 2007/07/22

会場  米沢市屋外プール  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 本間あかり 中2 佃　  眞緒 中3 丸子　　楓 中3 舩山　未帆 中2 佐藤　ルナ 中3 遠田　萌夏 中2 後藤さつき 中2 佐竹有莉子 中3

50m 鶴岡一中 山形二中 山形七中 米沢二中 日新中 酒田三中 長井北中 山形二中

28.31 28.68 29.05 29.60 29.77 29.87 30.07 30.09

自由形 本間あかり 中2 佃　  眞緒 中3 冨樫　郷子 中1 丸子　　楓 中3 遠田　萌夏 中2 武田　友貴 中2 佐藤　ルナ 中3 後藤さつき 中2

100m 鶴岡一中 山形二中 鶴岡一中 山形七中 酒田三中 天童二中 日新中 長井北中

1:01.08 1:02.78 1:03.59 1:03.78 1:03.89 1:05.00 1:05.14 1:05.53

自由形 押野　沙紀 中3 冨樫　郷子 中1 渡辺　新奈 中1 大瀧　恵理 中3 浅賀友里子 中3 西村明香里 中2 粕谷　凪々 中2 工藤　　遥 中2

200m 天童三中 鶴岡一中 山形三中 鶴岡三中 酒田三中 山大附属中 鶴岡四中 藤島中

2:15.60 2:16.21 2:17.77 2:17.89 2:18.17 2:18.42 2:19.66 2:21.73

自由形 押野　沙紀 中3 岩浪　友里 中2 齋藤　　瑶 中1 西村明香里 中2 成澤　美穂 中3 浅賀友里子 中3 大瀧　恵理 中3 朝倉萌奈美 中3

400m 天童三中 藤島中 藤島中 山大附属中 山形七中 酒田三中 鶴岡三中 金井中

4:41.45 4:41.77 4:42.41 4:48.62 4:51.33 4:51.36 4:52.85 4:55.12

自由形 齋藤　　瑶 中1 岩浪　友里 中2 安中つぐみ 中3 成澤　美穂 中3 矢口　栞奈 中2 舘石　　夏 中3 佐藤　史菜 中2 櫻田　遥香 中1

800m 藤島中 藤島中 鶴岡四中 山形七中 天童二中 山形五中 酒田二中 松山中

9:39.69 9:43.84 9:52.03 9:58.29 10:00.68 10:02.86 10:10.82 10:12.42

背泳ぎ 高橋　綾佳 中3 仲條　沙織 中2 川瀬　愛生 中2 千葉　紗彩 中2 國井　美里 中3 伊勢村真乃 中2 石塚安沙子 中2 佐藤　理穂 中2

100m 河北中 酒田四中 天童三中 天童四中 天童四中 福原中 長井北中 余目中

1:08.95 1:10.12 1:11.00 1:11.36 1:11.39 1:12.34 1:12.42 1:12.55

背泳ぎ 川瀬　愛生 中2 高橋　綾佳 中3 千葉　紗彩 中2 仲條　沙織 中2 伊勢村真乃 中2 佐藤　綾香 中2 石塚安沙子 中2 國井　美里 中3

200m 天童三中 河北中 天童四中 酒田四中 福原中 鶴岡四中 長井北中 天童四中

2:30.64 2:31.17 2:32.82 2:34.33 2:35.05 2:35.28 2:35.83 2:36.83

平泳ぎ 林　　真子 中2 土田　成美 中1 森屋　結衣 中3 矢澤　美穂 中2 吾妻　紅奈 中3 齋藤　愛水 中1 栗林世理菜 中3 平幡　　舞 中2

100m 天童一中 陵東中 鶴岡一中 米沢七中 天童四中 鶴岡三中 山形十中 山形一中

1:18.08 1:19.14 1:19.31 1:19.77 1:20.71 1:21.50 1:23.24 1:23.51

平泳ぎ 土田　成美 中1 吾妻　紅奈 中3 林　　真子 中2 森屋　結衣 中3 矢澤　美穂 中2 齋藤　愛水 中1 栗林世理菜 中3 今井　悠李 中3

200m 陵東中 天童四中 天童一中 鶴岡一中 米沢七中 鶴岡三中 山形十中 三川中

2:48.36 2:49.20 2:50.94 2:51.60 2:54.70 2:55.16 2:57.34 2:59.93

バタフライ 渡辺　耶唯 中3 佐藤　麻文 中2 鈴木　悠希 中3 松本いづみ 中2 田沢　友梨 中2 小松奈々子 中3 町田　優理 中2 斉藤　麻奈 中1

100m 山形三中 遊佐中 米沢二中 上山北中 鶴岡四中 長井南中 山形二中 蔵王一中

1:03.95 1:07.77 1:09.02 1:09.66 1:10.37 1:11.88 1:12.01 1:12.36

2007/07/22 15:18:10 SEIKO Swimming Results System 1ページ



１９年度　第47回山形県中学校総合体育大会               女子成績一覧表 2ページ  

2007/07/21 ～ 2007/07/22

会場  米沢市屋外プール  学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 渡辺　耶唯 中3 朝倉萌奈美 中3 斉藤　麻奈 中1 鈴木　悠希 中3 武田あゆみ 中2 佐藤　麻文 中2 町田　優理 中2 和田　榛奈 中2

200m 山形三中 金井中 蔵王一中 米沢二中 天童一中 遊佐中 山形二中 鶴岡三中

2:22.85 2:30.25 2:35.13 2:36.86 2:36.89 2:38.08 2:40.00 2:43.02

個人メドレー 武田あゆみ 中2 粕谷　凪々 中2 渡辺　新奈 中1 佐藤　理穂 中2 齋藤　和綺 中1 中野　まや 中2 渋井　彩希 中3 岩月　梨菜 中3

200m 天童一中 鶴岡四中 山形三中 余目中 鶴岡一中 高楯中 日大中 天童三中

2:31.55 2:33.76 2:37.02 2:37.03 2:39.11 2:40.63 2:41.93 2:42.37

個人メドレー 松本いづみ 中2 佐竹　倫代 中3 中野　まや 中2 本間あいみ 中1 佐藤　由衣 中2 齋藤　和綺 中1 斉藤　道子 中3 渋井　彩希 中3

400m 上山北中 山形九中 高楯中 三川中 豊浦中 鶴岡一中 山形十中 日大中

5:29.92 5:34.77 5:35.23 5:37.79 5:38.45 5:39.65 5:42.77 5:44.62

リレー 鶴岡一中 中 鶴岡四中 中 藤島中 中 天童四中 中 山形三中 中 天童三中 中 天童一中 中 山形七中 中

400m 本間あかり 中2 粕谷　凪々 中2 岩浪　友里 中2 千葉　紗彩 中2 渡辺　耶唯 中3 押野　沙紀 中3 林　　真子 中2 成澤　美穂 中3

冨樫　郷子 中1 田沢　友梨 中2 齋藤　　瑶 中1 吉野　　栞 中1 元木ちひろ 中2 川瀬　愛生 中2 赤塚　恵未 中2 佐藤　瑠利 中2

上田　真琴 中2 佐藤　綾香 中2 工藤　　遥 中2 吾妻　紅奈 中3 佐藤　朱里 中2 岩月　梨菜 中3 小林　　茜 中3 丸子　　梓 中1

水口　映花 中2 安中つぐみ 中3 菅原　有紀 中2 國井　美里 中3 渡辺　新奈 中1 結城　美智 中3 武田あゆみ 中2 丸子　　楓 中3

4:16.15 4:21.46 4:21.66 4:24.02 4:24.25 4:24.55 4:25.66 4:28.75

メドレーリレー 鶴岡四中 中 鶴岡一中 中 天童一中 中 天童四中 中 山形三中 中 山形二中 中 山形十中 中 陵東中 中

400m 佐藤　綾香 中2 齋藤　和綺 中1 赤塚　恵未 中2 千葉　紗彩 中2 渡辺　新奈 中1 佐藤　　遥 中1 藤島さつき 中2 菊地　　咲 中2

粕谷　凪々 中2 森屋　結衣 中3 林　　真子 中2 吾妻　紅奈 中3 佐藤　朱里 中2 佃　  眞緒 中3 栗林世理菜 中3 土田　成美 中1

田沢　友梨 中2 冨樫　郷子 中1 武田あゆみ 中2 松浦　薫花 中1 渡辺　耶唯 中3 町田　優理 中2 斉藤　道子 中3 齋藤　果穂 中2

安中つぐみ 中3 本間あかり 中2 小林　　茜 中3 國井　美里 中3 元木ちひろ 中2 佐竹有莉子 中3 渡辺　千佳 中3 土田美沙季 中3

4:48.84 4:52.48 4:58.42 4:58.53 5:00.74 5:00.81 5:03.31 5:03.83
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１９年度　第47回山形県中学校総合体育大会          

女  子     

順位 所属名 得点
1 鶴岡一中 77.0
2 鶴岡四中 52.0
3 天童四中 47.0
4 山形三中 44.0
5 天童一中 42.0
6 藤島中 41.0
7 天童三中 37.0
8 山形二中 25.0
9 山形七中 22.0

10 陵東中 17.0
11 米沢二中 16.0
12 河北中 15.0
13 鶴岡三中 14.0
13 酒田三中 14.0
15 上山北中 13.0
16 酒田四中 12.0
17 山形十中 10.0
17 遊佐中 10.0
19 米沢七中 9.0
19 高楯中 9.0
21 金井中 8.0
21 山大附属中 8.0
23 長井北中 7.0
23 山形九中 7.0
23 蔵王一中 7.0
23 天童二中 7.0
23 福原中 7.0
28 日新中 6.0
28 三川中 6.0
28 余目中 6.0
31 豊浦中 4.0
32 日大中 3.0
32 山形五中 3.0
32 長井南中 3.0
35 酒田二中 2.0
36 松山中 1.0
36 山形一中 1.0
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自由形 大木　淳嗣 中3 伊東　卓哉 中3 遠藤　　司 中3 松田　康暉 中3 佐藤　　諒 中3 川中　拓哉 中2 齋藤　誠 中2 八木　健輔 中2

50m 山形三中 新庄中 山形十中 陵南中 酒田五中 酒田六中 余目中 山形三中

26.84 27.51 27.58 27.65 27.65 27.77 28.03 28.25

(同4位)

自由形 岩佐　夏樹 中3 羽角　祥太 中3 五十鈴川駿 中2 大木　淳嗣 中3 松田　康暉 中3 伊藤　大智 中3 伊東　卓哉 中3 新山　　玄 中2

100m 櫛引中 金井中 山形一中 山形三中 陵南中 尾花沢中 新庄中 金井中

56.59 58.46 59.39 1:00.43 1:01.16 1:01.25 1:01.82 1:01.82

(同7位)

自由形 岩佐　夏樹 中3 江本　　遼 中3 矢作　奎太 中3 羽角　祥太 中3 遠藤功一郎 中3 富樫　泰平 中2 佐藤　　駿 中2 藤澤　優樹 中3

200m 櫛引中 天童二中 天童三中 金井中 高畠一中 鶴岡一中 山形十中 山辺中

2:02.90 2:04.04 2:07.62 2:09.15 2:13.40 2:15.00 2:15.01 2:17.19

自由形 江本　　遼 中3 佐藤　祐太 中3 渡部　聖士 中3 庄司　輝拓 中2 本田　幸雄 中3 大滝　健斗 中2 児玉真乃介 中3 佐藤　　駿 中2

400m 天童二中 鶴岡五中 鶴岡三中 鶴岡四中 金井中 鶴岡三中 白鷹西中 山形十中

4:18.62 4:18.82 4:23.32 4:40.16 4:40.57 4:41.01 4:41.32 4:41.60

自由形 渡部　聖士 中3 佐藤　祐太 中3 太田　卓哉 中2 本田　幸雄 中3 児玉真乃介 中3 大滝　健斗 中2 上野　雄登 中3 高橋　杏介 中3

1500m 鶴岡三中 鶴岡五中 藤島中 金井中 白鷹西中 鶴岡三中 酒田四中 山形五中

17:02.48 17:15.59 18:02.17 18:02.75 18:23.10 18:29.35 18:49.36 18:55.22

背泳ぎ 尾﨑　康平 中2 笹原　庸由 中3 佐々木康修 中3 熊谷　　望 中3 坂上　遼馬 中3 鈴木　健司 中1 田中　雄大 中2 富樫　哲也 中1

100m 玉野中 大富中 鶴岡三中 酒田四中 山形一中 尾花沢中 金井中 鶴岡四中

1:06.00 1:07.40 1:07.61 1:11.35 1:12.34 1:14.71 1:15.10 1:15.20

背泳ぎ 笹原　庸由 中3 尾﨑　康平 中2 佐々木康修 中3 熊谷　　望 中3 坂上　遼馬 中3 冨樫　賢志 中1 富樫　哲也 中1 鈴木　健司 中1

200m 大富中 玉野中 鶴岡三中 酒田四中 山形一中 藤島中 鶴岡四中 尾花沢中

2:26.09 2:26.54 2:26.66 2:31.33 2:36.23 2:40.56 2:41.04 2:41.41

平泳ぎ 冨澤　亮平 中3 川又　友彰 中1 吉田　　凌 中2 鈴木　純平 中3 熊谷　宗紀 中3 進藤　健太 中2 小池　来希 中3 槇　  大輔 中3

100m 山形一中 金井中 河北中 山形一中 酒田四中 鶴岡一中 立川中 山形二中

1:12.22 1:12.72 1:13.41 1:13.71 1:14.04 1:14.12 1:15.61 1:15.92

平泳ぎ 冨澤　亮平 中3 鈴木　純平 中3 川又　友彰 中1 小池　来希 中3 熊谷　宗紀 中3 進藤　健太 中2 槇　  大輔 中3 黒田　幸希 中3

200m 山形一中 山形一中 金井中 立川中 酒田四中 鶴岡一中 山形二中 山形六中

2:34.46 2:40.57 2:40.76 2:41.71 2:43.63 2:43.73 2:45.95 2:46.79

バタフライ 魚住　　至 中3 髙嶋　貴利 中3 寒河江良平 中3 遠藤功一郎 中3 斎藤　滉平 中2 中村　允人 中3 齋藤　誠 中2 後藤　勝哉 中3

100m 鶴岡二中 上山南中 山形八中 高畠一中 酒田三中 山形二中 余目中 飯豊中

1:01.49 1:03.26 1:03.65 1:04.01 1:04.09 1:04.48 1:04.77 1:06.19
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バタフライ 魚住　　至 中3 斎藤　滉平 中2 髙嶋　貴利 中3 中村　允人 中3 庄司　輝拓 中2 寒河江良平 中3 後藤　勝哉 中3 早坂　龍輝 中1

200m 鶴岡二中 酒田三中 上山南中 山形二中 鶴岡四中 山形八中 飯豊中 玉野中

2:13.96 2:21.15 2:22.09 2:24.41 2:27.16 2:28.62 2:31.25 2:32.70

個人メドレー 佐藤　卓磨 中3 庄司　拓未 中3 小野　慎平 中3 矢作　奎太 中3 井幡　雅文 中3 太田　昌平 中3 佐藤　朗人 中1 佐藤　友治 中3

200m 鶴岡五中 金井中 天童二中 天童三中 山形一中 酒田三中 鶴岡三中 山形一中

2:16.98 2:21.74 2:22.95 2:23.74 2:28.33 2:29.00 2:32.52 2:34.29

個人メドレー 佐藤　卓磨 中3 庄司　拓未 中3 吉田　　凌 中2 小野　慎平 中3 井幡　雅文 中3 田中　貴大 中3 太田　昌平 中3 小池　智大 中1

400m 鶴岡五中 金井中 河北中 天童二中 山形一中 天童四中 酒田三中 立川中

4:53.38 5:02.75 5:08.20 5:08.25 5:16.58 5:17.53 5:25.52 5:25.78

リレー 金井中 中 鶴岡三中 中 山形一中 中 山形三中 中 酒田四中 中 山形十中 中 山形四中 中 新庄中 中

400m 庄司　拓未 中3 渡部　聖士 中3 坂上　遼馬 中3 大木　淳嗣 中3 長谷川泰斗 中3 佐藤　　駿 中2 鈴木　啓王 中2 栗田　　譲 中2

熊谷　聖仁 中3 佐々木康修 中3 佐藤　友治 中3 大沼　俊樹 中2 熊谷　宗紀 中3 遠藤　　司 中3 菊池真太郎 中2 渡部　哲平 中3

本田　幸雄 中3 大滝　健斗 中2 井幡　雅文 中3 志鎌秀太郎 中3 熊谷　　望 中3 小関　晃太 中3 志田　康平 中2 荒川　雄祐 中3

羽角　祥太 中3 佐藤　喜洋 中2 五十鈴川駿 中2 八木　健輔 中2 上野　雄登 中3 板垣　貴大 中3 荒井　駿一 中3 伊東　卓哉 中3

4:02.32 4:03.29 4:06.52 4:10.09 4:12.05 4:12.31 4:13.72 4:20.29

メドレーリレー 金井中 中 山形一中 中 鶴岡三中 中 酒田四中 中 余目中 中 山形二中 中 天童四中 中 山形四中 中

400m 熊谷　聖仁 中3 坂上　遼馬 中3 佐々木康修 中3 佐藤　聖也 中2 佐藤清太郎 中3 槇　  大輔 中3 森　健太朗 中3 武田　雄貴 中3

川又　友彰 中1 冨澤　亮平 中3 渡部　聖士 中3 熊谷　宗紀 中3 清野　裕紀 中3 渡部　翔太 中3 片桐　提也 中1 菊池真太郎 中2

庄司　拓未 中3 五十鈴川駿 中2 佐藤　朗人 中1 熊谷　　望 中3 齋藤　誠 中2 中村　允人 中3 相馬　　光 中3 鈴木　啓王 中2

羽角　祥太 中3 井幡　雅文 中3 大滝　健斗 中2 上野　雄登 中3 阿部　直幸 中3 鈴木　  祐 中3 清野　亮太 中1 志田　康平 中2

4:24.00 4:30.92 4:33.65 4:39.48 4:42.64 4:42.82 4:47.34 4:51.28
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１９年度　第47回山形県中学校総合体育大会          

男  子     

順位 所属名 得点
1 金井中 84.0
2 山形一中 77.0
3 鶴岡三中 60.0
4 酒田四中 38.0
5 鶴岡五中 30.0
6 天童二中 26.0
7 山形三中 24.0
8 山形二中 17.0
9 玉野中 16.0
9 櫛引中 16.0
9 酒田三中 16.0
9 鶴岡二中 16.0

13 山形十中 15.0
13 大富中 15.0
15 上山南中 13.0
16 余目中 12.0
16 鶴岡四中 12.0
16 河北中 12.0
19 新庄中 11.0
19 天童三中 11.0
21 山形八中 9.0
21 高畠一中 9.0
21 藤島中 9.0
21 鶴岡一中 9.0
21 陵南中 9.0
26 立川中 8.0
27 尾花沢中 7.0
27 天童四中 7.0
29 山形四中 6.0
29 白鷹西中 6.0
31 酒田五中 5.0
32 酒田六中 3.0
32 飯豊中 3.0
34 山形六中 1.0
34 山辺中 1.0
34 山形五中 1.0
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