
第51回　富山県中学校水泳選手権大会　南砺市結果

平成25年7月14日・15日　高岡総合プール　屋外50m
No.1

種目 予・決 順位 氏　　　名 所　　　属 学年 記録 備考

女子　100m　バタフライ 決勝 3 松居千能  福光 中学 3 1:06.65 北信越出場

女子　100m　バタフライ 予選 3 松居千能  福光 中学 3 1:08.87

女子　100m　自由形 決勝 4 小林空  福光 中学 2 1:04.31

女子　100m　自由形 予選 6 小林空  福光 中学 2 1:05.35

女子　100m　自由形 予選 13 坂中萌華 城端 中学 1 1:10.55

女子　100m　背泳ぎ 決勝 5 神田愛夢  福光 中学 1 1:16.36

女子　100m　背泳ぎ 予選 5 神田愛夢  福光 中学 1 1:17.23

女子　100m　背泳ぎ 予選 15 成川弥怜  吉江 中学 3 1:26.97

女子　100m　平泳ぎ 決勝 3 橋場有那  吉江 中学 2 1:20.19 北信越出場

女子　100m　平泳ぎ 決勝 6 竹田紗帆  吉江 中学 2 1:22.44

女子　100m　平泳ぎ 予選 3 橋場有那  吉江 中学 2 1:20.98

女子　100m　平泳ぎ 予選 7 竹田紗帆  吉江 中学 2 1:23.19

女子　100m　平泳ぎ 予選 14 小俣友里  福光 中学 3 1:28.49

女子　200m　バタフライ 決勝 5 松居千能  福光 中学 3 2:39.75

女子　200m　バタフライ 予選 5 松居千能  福光 中学 3 2:39.04
女子　200m　個人メドレー 決勝 3 橋場有那  吉江 中学 2 2:30.75 北信越出場

女子　200m　個人メドレー 予選 3 橋場有那  吉江 中学 2 2:33.38
女子　200m　個人メドレー 予選 12 酒井柚香 城端 中学 1 3:10.46

女子　200m　自由形 決勝 2 梅本葵  吉江 中学 3 2:15.79 北信越出場

女子　200m　自由形 予選 3 梅本葵  吉江 中学 3 2:18.08

女子　200m　自由形 予選 15 坂中萌華 城端 中学 1 2:37.28

女子　200m　背泳ぎ 決勝 3 神田愛夢  福光 中学 1 2:42.77 北信越出場

女子　200m　背泳ぎ 予選 4 神田愛夢  福光 中学 1 2:45.86

女子　200m　平泳ぎ 決勝 3 竹田紗帆  吉江 中学 2 2:52.06 北信越出場

女子　200m　平泳ぎ 予選 5 竹田紗帆  吉江 中学 2 2:55.39

女子　200m　平泳ぎ 予選 10 小俣友里  福光 中学 3 3:05.44
女子　400m　個人メドレー 決勝 4 酒井柚香 城端 中学 1 6:33.55
女子　400m　個人メドレー 予選 4 酒井柚香 城端 中学 1 6:30.89

女子　400m　自由形 決勝 4 梅本葵  吉江 中学 3 4:43.83

女子　400m　自由形 予選 3 梅本葵  吉江 中学 3 4:47.23

女子　50m　自由形 決勝 6 小林空  福光 中学 2 :30.04

女子　50m　自由形 予選 8 小林空  福光 中学 2 :30.67

男子　100m　バタフライ 決勝 2 松田純 福野 中学 1 1:05.51 北信越出場

男子　100m　バタフライ 予選 2 松田純 福野 中学 1 1:05.66

男子　100m　バタフライ 予選 13 川北雄大  吉江 中学 1 1:19.03

男子　100m　自由形 決勝 9 高橋悠貴 吉江 中学 1 1:01.70

男子　100m　自由形 予選 8 高橋悠貴 吉江 中学 1 1:01.16

男子　100m　自由形 予選 11 石井海人  福光 中学 1 1:01.95

男子　100m　自由形 予選 15 高桑景寿  城端 中学 1 1:03.22

男子　100m　自由形 予選 38 高田演也  城端 中学 1 1:18.95

男子　100m　背泳ぎ 予選 17 安達直生  城端 中学 2 1:18.18

男子　100m　平泳ぎ 予選 18 宮本樹 城端 中学 1 1:23.39

男子　100m　平泳ぎ 予選 30 西川志築  城端 中学 1 1:43.51

男子　200m　バタフライ 決勝 1 松田純 福野 中学 1 2:24.27 北信越出場

男子　200m　バタフライ 予選 1 松田純 福野 中学 1 2:28.41
男子　200m　個人メドレー 予選 14 川北雄大  吉江 中学 1 2:50.11

男子　200m　自由形 決勝 8 高橋悠貴 吉江 中学 1 2:14.48

男子　200m　自由形 予選 6 高橋悠貴 吉江 中学 1 2:15.59

男子　200m　自由形 予選 14 高桑景寿  城端 中学 1 2:20.20

男子　200m　自由形 予選 19 山田浩輔  福光 中学 2 2:28.98

男子　200m　平泳ぎ 予選 10 宮本樹 城端 中学 1 2:57.36

男子　50m　自由形 決勝 8 石井海人  福光 中学 1 :27.61

男子　50m　自由形 予選 8 石井海人  福光 中学 1 :27.73

男子　50m　自由形 予選 23 安達直生  城端 中学 2 :29.83

男子　50m　自由形 予選 30 西川志築  城端 中学 1 :37.58



第51回　富山県中学校水泳選手権大会　南砺市結果

平成25年7月14日・15日　高岡総合プール　屋外50m
No.2

種目 予・決 順位 オーダー 所　　　属 記録 第1泳者 備考

1. 高桑景寿

2. 宮本樹

3. 安達直生

4. 西川志築

1. 松居千能

2. 小林空

3. 小俣友里

4. 神田愛夢

1. 松居千能

2. 小林空

3. 小俣友里

4. 神田愛夢

1. 神田愛夢

2. 小俣友里

3. 松居千能

4. 小林空

1. 神田愛夢

2. 小俣友里

3. 松居千能

4. 小林空

1. 橋場有那

2. 成川弥怜

3. 竹田紗帆

4. 梅本葵

1. 橋場有那

2. 成川弥怜

3. 竹田紗帆

4. 梅本葵

1. 梅本葵

2. 竹田紗帆

3. 橋場有那

4. 成川弥怜

1. 梅本葵

2. 竹田紗帆

3. 橋場有那

4. 成川弥怜

北信越出場

北信越出場

北信越出場
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