
 平成２７年度第３２回高等学校水泳スプリント競技大会     女子成績一覧表 

 2015/05/30 ～ 2015/05/30

 会場  川口市東スポーツセンター   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 黒川さくら 高3 山口　侑希 高1 堀川　佑香 高1 中里　萌花 高3 須嵜　仁美 高3 大村　華乃 高1 柳澤　友希 高3 森光　七星 高1

50m 埼玉栄 武南 埼玉栄 埼玉栄 狭山ヶ丘 花咲徳栄 ふじみ野 花咲徳栄

タイム決勝 26.59 26.76 27.22 27.35 27.54 27.58 27.66 27.85

背泳ぎ 石森　瑞奈 高3 金子　夢奈 高2 中島　希実 高1 細川　琴江 高1 新井　夏実 高3 深江　桃花 高1 佐藤　　陽 高3 風戸　七海 高1

50m 埼玉栄 細田学園 埼玉栄 埼玉栄 花咲徳栄 星野 伊奈学園 大宮東

タイム決勝 28.50 29.69 29.81 30.32 30.40 31.12 31.27 31.60

(大会新)

平泳ぎ 末　　陽香 高3 大河内ひなた 高1 一戸　真央 高1 桐渕その子 高3 白石　裕奈 高3 安藤　加純 高2 小島　菜緒 高2 篠田ひかる 高1

50m 花咲徳栄 星野 武南 大宮北 細田学園 熊谷女子 埼玉栄 春日部共栄

タイム決勝 33.45 34.24 34.32 34.33 34.36 34.37 34.44 34.69

バタフライ 石森　瑞奈 高3 黒川さくら 高3 曽根　沙月 高3 岡　　美里 高1 須嵜　仁美 高3 小宮　伊織 高1 山口　侑希 高1 山内　紅寧 高3

50m 埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 花咲徳栄 狭山ヶ丘 埼玉栄 武南 栄東

タイム決勝 27.55 27.70 29.13 29.18 29.20 29.27 29.28 29.32

(大会新) (大会新)

リレー 埼玉栄 高 武南 高 花咲徳栄 高 星野 高 栄東 高 伊奈学園 高 川越女子 高 大宮東 高

200m 中里　萌花 高3 山口　侑希 高1 大村　華乃 高1 野沢　百花 高2 山内　紅寧 高3 川俣　　星 高3 高嶋　歩実 高2 宮下あやめ 高1

タイム決勝 黒川さくら 高3 藤原　海帆 高1 森光　七星 高1 深江　桃花 高1 宮嶋みなみ 高3 石井　蕗花 高3 伊地知小南 高1 渡辺きみか 高3

曽根　沙月 高3 一戸　真央 高1 岡　　美里 高1 山本　明穂 高2 半田真里菜 高3 佐藤　　陽 高3 石井　美帆 高1 高橋こはく 高3

石森　瑞奈 高3 丸子　千陽 高3 大村　菜乃 高3 谷　　千智 高2 大久保美沙 高2 寺田知佐美 高3 大迫　菜月 高3 内田　未優 高3

1:47.05 Fin. 1:48.73 Fin. 1:50.09 Fin. 1:50.82 Fin. 1:53.40 Fin. 1:53.44 Fin. 1:54.22 Fin. 1:54.28 Fin.

   27.67 1st.    26.59 1st.    28.05 1st.    27.98 1st.    27.98 1st.    28.72 1st.    29.31 1st.    29.24 1st.

メドレーリレー 埼玉栄 高 花咲徳栄 高 武南 高 星野 高 栄東 高 伊奈学園 高 大宮東 高 本庄東 高

200m 中島　希実 高1 新井　夏実 高3 丸子　千陽 高3 大河内ひなた 高1 半田真里菜 高3 佐藤　　陽 高3 内田　未優 高3 江原　優美 高2

タイム決勝 小宮　伊織 高1 末　　陽香 高3 一戸　真央 高1 笠原　佑莉 高3 宮嶋みなみ 高3 寺田知佐美 高3 高橋こはく 高3 温品　　和 高3

細川　琴江 高1 岡　　美里 高1 春原　美翔 高1 山本　明穂 高2 山内　紅寧 高3 秋田　香苗 高1 宮下あやめ 高1 千葉美捺穂 高2

柴田菜奈華 高1 大村　菜乃 高3 山口　侑希 高1 谷　　千智 高2 大久保美沙 高2 川俣　　星 高3 渡辺きみか 高3 島田明香里 高2

1:59.00 Fin. 1:59.26 Fin. 1:59.54 Fin. 2:01.14 Fin. 2:03.78 Fin. 2:04.81 Fin. 2:07.12 Fin. 2:07.21 Fin.

   30.37 1st.    30.95 1st.    30.38 1st.    30.27 1st.    32.84 1st.    31.65 1st.    32.54 1st.    33.93 1st.
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