
第 50 回山形県総合体育大会《水泳競技》  

学校対抗成績 

 第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位 第 5 位 第 6 位 第 7 位 第 8 位 

男 子 
鶴岡三中  

82 点  

酒田六中  

66 点  

陵南中  

61 点  

鶴岡四中  

44 点  

金井中  

38 点  

山形二中  

27 点  

山形五中  

26 点  

鶴岡二中  

24 点  

女 子 
鶴岡三中  

87 点  

鶴岡一中  

87 点  

鶴岡二中  

48 点  

山形五中  

43 点  

天童二中  

39 点  

米沢四中  

31 点  

上山北中  

25 点  

高楯中  

21 点  
 
  ※女子の 1 位，2 位については，要項の規定により決定。リレー得点、1 位の数、2 位の数、3 位の数で順位を確定。  
 



平成２２年度 第５０回山形県中学校総合体育大会水泳 男子成績一覧表

2010/07/24 ～ 2010/07/25

会場 米沢市営プール 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 奥山 翔太 中3 漆山 達哉 中3 羽島 空大 中2 新関 達也 中3 武田 大河 中3 伊藤 渓 中3 今野 誠也 中2 森谷 有樹 中3

50m 山形五 金井 上山南 山形一 東根一 酒田六 小国 陵南

決勝 25.47 26.12 26.17 26.90 27.10 27.30 27.42 27.44

(大会新)

自由形 齋藤 優作 中3 奥山 翔太 中3 佐藤 奎介 中3 漆山 達哉 中3 羽島 空大 中2 新関 達也 中3 森 和也 中3 伊藤 渓 中3

100m 鶴岡三 山形五 鶴岡三 金井 上山南 山形一 南原 酒田六

決勝 54.23 56.16 56.63 57.93 58.18 59.35 59.57 59.59

(県中新)

自由形 齋藤 優作 中3 佐藤 奎介 中3 齋藤 雄太 中2 齋藤 創士 中3 髙宮 大成 中2 佐藤 正淑 中3 森 和也 中3 舘石 航 中3

200m 鶴岡三 鶴岡三 山形九 鶴岡二 天童二 飛鳥 南原 山形五

決勝 1:56.91 2:02.89 2:08.27 2:09.80 2:12.36 2:12.37 2:14.63 2:14.95

(県中新)

自由形 渡会 舜 中3 遠田 学 中3 庄司 永輝 中3 矢作 耀 中3 齋藤 雄太 中2 齋藤 創士 中3 栗田 歩 中3 石塚 大地 中1

400m 余目 酒田三 鶴岡四 河北 山形九 鶴岡二 新庄 鶴岡一

決勝 4:04.71 4:15.44 4:25.58 4:29.47 4:30.09 4:30.32 4:31.53 4:33.33

(県中新)

自由形 渡会 舜 中3 遠田 学 中3 庄司 永輝 中3 長沼 暦 中2 矢作 耀 中3 栗田 歩 中3 鈴木 智侑 中2 相澤 怜央 中3

1500m 余目 酒田三 鶴岡四 米沢三 河北 新庄 米沢四 蔵王一

タイム決勝 16:23.67 Fin. 16:58.39 Fin. 17:20.02 Fin. 18:15.36 Fin. 18:19.17 Fin. 18:31.78 Fin. 18:41.15 Fin. 20:13.62 Fin.

(大会新)

8:35.35 800 8:58.37 800 9:07.45 800 9:42.04 800 9:30.33 800 9:45.12 800 9:49.16 800 10:46.79 800

(東中新) 800

背泳ぎ 江口 幸希 中3 安藤賢太郎 中3 森谷 有樹 中3 河原 宏紀 中2 難波 宏斗 中2 青木 順一 中1 鹿野 佑太 中3 阿部 清啓 中2

100m 金井 鶴岡二 陵南 山形六 鶴岡一 白鷹東 山形二 酒田四

決勝 1:05.04 1:06.21 1:07.51 1:08.52 1:09.96 1:10.00 1:10.33 1:11.58

背泳ぎ 江口 幸希 中3 安藤賢太郎 中3 河原 宏紀 中2 難波 宏斗 中2 鹿野 佑太 中3 青木 順一 中1 佐藤 励 中2 阿部 清啓 中2

200m 金井 鶴岡二 山形六 鶴岡一 山形二 白鷹東 山形七 酒田四

決勝 2:22.03 2:23.01 2:25.73 2:27.77 2:30.07 2:32.93 2:35.59 2:36.06

平泳ぎ 大久保琳太郎 中2 渡部 太一 中2 會田 空 中3 濱本 宜輝 中2 佐藤 文一 中3 池田 智保 中2 阿部 天音 中2 志田 龍星 中1

100m 米沢四 酒田六 陵南 山大附属 鶴岡五 酒田平田 酒田六 飯豊

決勝 1:05.42 1:08.09 1:09.85 1:10.00 1:10.23 1:14.49 1:14.63 1:14.93

(大会新)

平泳ぎ 大久保琳太郎 中2 渡部 太一 中2 今井 勇気 中3 會田 空 中3 濱本 宜輝 中2 佐藤 文一 中3 池田 智保 中2 斎藤 光晴 中2

200m 米沢四 酒田六 酒田六 陵南 山大附属 鶴岡五 酒田平田 羽黒

決勝 2:21.80 2:25.22 2:27.97 2:31.00 2:32.65 2:32.72 2:38.39 2:41.75

(県中新)
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平成２２年度 第５０回山形県中学校総合体育大会水泳 男子成績一覧表

2010/07/24 ～ 2010/07/25

会場 米沢市営プール 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 佐々木 友 中3 佐藤 龍征 中3 高橋 修一 中3 阿部 大地 中3 今野 誠也 中2 林 和総 中3 鈴木 啓晃 中3 石川 達哉 中3

100m 天童一 鳥海八幡 山形二 鶴岡三 小国 陵南 酒田六 中山

決勝 58.42 58.51 1:02.69 1:03.36 1:04.84 1:05.18 1:05.26 1:05.27

(大会新) (大会新)

バタフライ 佐々木 友 中3 佐藤 龍征 中3 石塚 大地 中1 阿部 大地 中3 鈴木 啓晃 中3 須藤 淳貴 中3 遠藤 秀聖 中2 早坂 佳 中1

200m 天童一 鳥海八幡 鶴岡一 鶴岡三 酒田六 天童二 陵東 河北

決勝 2:09.20 2:13.19 2:20.31 2:21.22 2:24.05 2:41.68 2:53.67 3:07.39

(大会新)

個人メドレー 今井 勇気 中3 伊藤那央人 中3 鍋島 怜 中3 多田 拓未 中3 小松 悠也 中2 齋藤 夢希 中3 本間 大地 中2 佐藤 祐大 中1

200m 酒田六 鶴岡四 陵南 鶴岡三 長井北 鶴岡四 東根一 鶴岡四

決勝 2:15.34 2:19.31 2:20.71 2:22.07 2:25.00 2:25.83 2:26.01 2:29.90

個人メドレー 鍋島 怜 中3 伊藤那央人 中3 多田 拓未 中3 小松 悠也 中2 齋藤 夢希 中3 高橋 修一 中3 澁谷 貴大 中2 本間 大地 中2

400m 陵南 鶴岡四 鶴岡三 長井北 鶴岡四 山形二 藤島 東根一

決勝 4:51.11 4:59.28 5:01.25 5:04.14 5:04.84 5:05.12 5:09.27 5:18.56

リレー 鶴岡三 中 陵南 中 酒田六 中 山形五 中 河北 中 鶴岡四 中 山形二 中 鶴岡二 中

400m 佐藤 奎介 中3 森谷 有樹 中3 伊藤 渓 中3 奥山 翔太 中3 矢口 郁哉 中2 伊藤那央人 中3 石垣 亮 中3 齋藤 創士 中3

決勝 齋藤 哲 中1 林 和総 中3 渡部 太一 中2 矢萩 丈 中2 宮地 諒 中3 齋藤 夢希 中3 飛塚 佑輝 中3 加藤 志信 中2

多田 拓未 中3 會田 空 中3 阿部 和音 中2 江本 樹 中1 元木 健詞 中2 佐藤 祐大 中1 鹿野 佑太 中3 佐藤 健彦 中3

齋藤 優作 中3 鍋島 怜 中3 今井 勇気 中3 舘石 航 中3 矢作 耀 中3 庄司 永輝 中3 高橋 修一 中3 安藤賢太郎 中3

3:53.94 Fin. 3:58.31 Fin. 3:59.10 Fin. 3:59.80 Fin. 4:00.28 Fin. 4:05.60 Fin. 4:06.97 Fin. 4:09.15 Fin.

57.15 1st. 59.09 1st. 59.74 1st. 56.29 1st. 1:03.56 1st. 59.60 1st. 1:01.80 1st. 1:00.09 1st.

メドレーリレー 鶴岡三 中 酒田六 中 陵南 中 金井 中 山形二 中 天童一 中 鶴岡四 中 河北 中

400m 齋藤 優作 中3 今井 勇気 中3 森谷 有樹 中3 江口 幸希 中3 鹿野 佑太 中3 佐々木 友 中3 庄司 永輝 中3 矢作 耀 中3

決勝 多田 拓未 中3 渡部 太一 中2 會田 空 中3 菊地 雄紀 中3 飛塚 佑輝 中3 武田 拓朗 中2 佐藤 祐大 中1 伊勢 亮汰 中2

阿部 大地 中3 鈴木 啓晃 中3 林 和総 中3 栗原 涼太 中1 高橋 修一 中3 阿部 倫幹 中3 伊藤那央人 中3 宮地 諒 中3

佐藤 奎介 中3 伊藤 渓 中3 鍋島 怜 中3 漆山 達哉 中3 石垣 亮 中3 芳賀 裕貴 中3 齋藤 夢希 中3 元木 健詞 中2

4:14.10 Fin. 4:14.98 Fin. 4:24.13 Fin. 4:27.18 Fin. 4:30.55 Fin. 4:35.24 Fin. 4:37.60 Fin. 4:40.09 Fin.

(県中新) (県中新)

1:02.94 1st. 1:04.86 1st. 1:09.33 1st. 1:06.14 1st. 1:09.10 1st. 1:02.44 1st. 1:10.20 1st. 1:12.59 1st.
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平成２２年度 第５０回山形県中学校総合体育大会水泳 女子成績一覧表

2010/07/24 ～ 2010/07/25

会場 米沢市営プール 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 小池萌菜未 中3 加地明日香 中3 縄 彩佳 中3 吉田美菜子 中3 豊田 真央 中3 岸 美波 中3 遠藤 史織 中2 加藤 静夏 中3

50m 鶴岡一 米沢四 天童二 山形三 山形五 鶴岡一 米沢三 豊浦

決勝 27.56 27.88 28.07 29.16 29.31 29.46 29.61 29.81

自由形 渋井 柚実 中2 小池萌菜未 中3 小神 美菜 中3 高内 若菜 中2 片桐まどか 中2 豊田 真央 中3 岸 美波 中3 吉田美菜子 中3

100m 日大山形 鶴岡一 高楯 山形四 葉山 山形五 鶴岡一 山形三

決勝 59.78 1:00.85 1:01.77 1:01.93 1:03.50 1:03.85 1:03.91 1:04.17

自由形 渋井 柚実 中2 安達 雪鈴 中3 高内 若菜 中2 小神 美菜 中3 片桐まどか 中2 村形 美緒 中2 押野 友紀 中3 中村 仁美 中2

200m 日大山形 山形五 山形四 高楯 葉山 天童一 天童三 神町

決勝 2:09.27 2:10.17 2:10.60 2:12.28 2:15.16 2:15.94 2:17.36 2:19.84

(大会新)

自由形 長谷川 鼓 中2 安達 雪鈴 中3 松本さとみ 中2 押野 友紀 中3 黒田 莉央 中2 須藤 由菜 中2 佐藤 直子 中2 佐藤 央歩 中3

400m 鶴岡三 山形五 上山北 天童三 米沢三 鶴岡一 山形一 酒田二

決勝 4:27.92 4:29.59 4:40.16 4:46.95 4:47.77 4:48.31 4:51.15 4:51.87

(大会新) (大会新)

自由形 長谷川 鼓 中2 松本さとみ 中2 菅原 千尋 中3 須藤 由菜 中2 黒田 莉央 中2 佐藤 直子 中2 佐藤 央歩 中3 五十嵐菜那 中3

800m 鶴岡三 上山北 鶴岡二 鶴岡一 米沢三 山形一 酒田二 鶴岡五

タイム決勝 9:08.82 9:31.96 9:39.96 9:43.08 9:44.95 9:45.60 10:00.36 10:03.73

(東中新)

背泳ぎ 西脇 怜奈 中2 古林 毬菜 中1 藤井 麻鈴 中3 千葉 美優 中1 今野 琳澪 中2 藤倉 玲奈 中3 金原 夏希 中2 松木 理香 中1

100m 鶴岡一 山形六 鶴岡三 天童四 天童四 米沢四 上山北 長井南

決勝 1:04.97 1:07.69 1:11.67 1:12.40 1:12.99 1:13.09 1:13.19 1:13.73

(県新) (大会新)

背泳ぎ 西脇 怜奈 中2 古林 毬菜 中1 中野 まよ 中2 千葉 美優 中1 藤井 麻鈴 中3 藤倉 玲奈 中3 今野 琳澪 中2 上田 采奈 中2

200m 鶴岡一 山形六 高楯 天童四 鶴岡三 米沢四 天童四 藤島

決勝 2:16.88 2:23.84 2:33.04 2:34.22 2:35.55 2:37.42 2:38.94 2:39.10

(県新)

平泳ぎ 渡部 愛咲 中1 齋藤亜彩美 中3 金内 茜 中2 喜嶋 千裕 中3 池田なつ美 中3 鈴木 侑 中2 大沼 千紘 中3 難波 颯紀 中1

100m 鶴岡二 陵南 酒田五 東根一 山形十 鶴岡二 天童二 鶴岡三

決勝 1:17.11 1:17.20 1:19.57 1:19.68 1:19.82 1:20.10 1:20.26 1:20.59

平泳ぎ 渡部 愛咲 中1 難波 颯紀 中1 金内 茜 中2 齋藤亜彩美 中3 鈴木 侑 中2 長南菜々花 中2 池田なつ美 中3 大沼 千紘 中3

200m 鶴岡二 鶴岡三 酒田五 陵南 鶴岡二 立川 山形十 天童二

決勝 2:43.12 2:46.77 2:47.21 2:48.13 2:48.36 2:48.44 2:50.78 2:51.45

バタフライ 加地明日香 中3 馬場 茜 中3 横川 朝咲 中3 縄 彩佳 中3 中村美智子 中2 船山 果穂 中3 堀 芙美奈 中3 鈴木 綾華 中3

100m 米沢四 鶴岡三 山形一 天童二 長井北 酒田二 金井 天童二

決勝 1:03.96 1:03.99 1:05.65 1:06.38 1:06.44 1:07.06 1:07.95 1:08.18
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平成２２年度 第５０回山形県中学校総合体育大会水泳 女子成績一覧表

2010/07/24 ～ 2010/07/25

会場 米沢市営プール 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 馬場 茜 中3 横川 朝咲 中3 堀 芙美奈 中3 船山 果穂 中3 鈴木 綾華 中3 荒木 彩佳 中3 中村美智子 中2 齋藤 葵 中3

200m 鶴岡三 山形一 金井 酒田二 天童二 山形三 長井北 陵東

決勝 2:20.81 2:21.39 2:27.68 2:29.14 2:30.55 2:31.46 2:31.63 2:36.34

個人メドレー 笹原 那奈 中3 菅原 千尋 中3 高橋 知邑 中3 長南菜々花 中2 中野 まよ 中2 仲條明日香 中1 門脇 和奏 中1 髙橋 茉由 中2

200m 酒田三 鶴岡二 鶴岡一 立川 高楯 酒田六 鶴岡三 余目

決勝 2:30.78 2:33.16 2:33.94 2:34.77 2:35.46 2:37.49 2:43.06 2:43.17

個人メドレー 笹原 那奈 中3 高橋 知邑 中3 齋藤 綾香 中2 仲條明日香 中1 門脇 実紅 中1 奥山 詩帆 中3 平塚 友菜 中1 加藤 瑠菜 中1

400m 酒田三 鶴岡一 鶴岡三 酒田六 余目 山形十 酒田五 陵東

決勝 5:14.81 5:19.79 5:20.25 5:32.35 5:40.98 5:42.38 5:43.87 5:46.22

リレー 鶴岡一 中 鶴岡三 中 山形五 中 米沢四 中 天童二 中 上山北 中 鶴岡二 中 山形三 中

400m 西脇 怜奈 中2 齋藤 綾香 中2 安達 雪鈴 中3 加地明日香 中3 縄 彩佳 中3 松本さとみ 中2 菅原 千尋 中3 吉田美菜子 中3

決勝 岸 美波 中3 藤井 麻鈴 中3 渡部 未歩 中1 藤倉 玲奈 中3 鈴木 綾華 中3 渡部あゆみ 中2 渡部 愛咲 中1 荒木 彩佳 中3

高橋 知邑 中3 馬場 茜 中3 島貫 彩華 中3 渡部 萌子 中2 伊藤彩奈美 中2 川瀨愛里菜 中1 加藤 彩 中3 加藤 咲季 中2

小池萌菜未 中3 長谷川 鼓 中2 豊田 真央 中3 星澤 静香 中3 大沼 千紘 中3 金原 夏希 中2 鈴木 侑 中2 元木ちさと 中3

4:09.23 Fin. 4:10.27 Fin. 4:14.15 Fin. 4:21.34 Fin. 4:21.35 Fin. 4:26.80 Fin. 4:29.15 Fin. 4:29.34 Fin.

1:01.81 1st. 1:03.37 1st. 1:00.55 1st. 1:01.89 1st. 1:03.67 1st. 1:05.10 1st. 1:05.05 1st. 1:05.02 1st.

メドレーリレー 鶴岡三 中 鶴岡一 中 天童二 中 山形五 中 鶴岡二 中 山形十 中 上山北 中 山形三 中

400m 藤井 麻鈴 中3 西脇 怜奈 中2 縄 彩佳 中3 豊田 真央 中3 加藤 彩 中3 鈴木 梨央 中3 金原 夏希 中2 加藤 咲季 中2

決勝 難波 颯紀 中1 高橋 知邑 中3 大沼 千紘 中3 駒形 光 中2 渡部 愛咲 中1 池田なつ美 中3 五十嵐秋穂 中2 吉田美菜子 中3

馬場 茜 中3 小池萌菜未 中3 鈴木 綾華 中3 島貫 彩華 中3 菅原 千尋 中3 奥山 詩帆 中3 渡部あゆみ 中2 荒木 彩佳 中3

長谷川 鼓 中2 岸 美波 中3 伊藤彩奈美 中2 安達 雪鈴 中3 鈴木 侑 中2 村上瑛理子 中3 松本さとみ 中2 元木ちさと 中3

4:36.15 Fin. 4:40.75 Fin. 4:45.04 Fin. 4:47.04 Fin. 4:54.10 Fin. 4:58.64 Fin. 5:01.42 Fin. 5:01.78 Fin.

1:11.20 1st. 1:06.37 1st. 1:11.29 1st. 1:13.43 1st. 1:18.39 1st. 1:14.69 1st. 1:13.33 1st. 1:21.79 1st.

(県中新) 1st.
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