
 平成25年度　第59回埼玉県高等学校新人水泳競技大会       女子成績一覧表 

 2013/09/20 ～ 2013/09/22

会場     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 川路　遥香 高1 須嵜　仁美 高1 内田　美咲 高1 渡辺きみか 高1 柳澤　友希 高1 鎌田　遥薫 高1 安藤奈々子 高2 山田　采佳 高1

100m 春日部共栄 狭山ヶ丘 春日部共栄 大宮東 ふじみ野 埼玉栄 武南 春日部共栄

決勝 59.15 59.18 1:00.16 1:00.57 1:00.98 1:01.06 1:01.47 1:01.80

自由形 村上　瑠来 高2 神領　　瞳 高2 小川　真侑 高1 木村　美友 高1 山口　　茜 高2 奥隅栄里子 高1 川口　茉鈴 高1 梅山　織愛 高1

800m 武南 春日部共栄 春日部共栄 春日部女子 伊奈学園 朝霞 花咲徳栄 花咲徳栄

タイム決勝 9:07.41 9:14.27 9:20.33 9:28.92 9:31.45 9:34.48 9:35.67 9:39.09

平泳ぎ 温品　　和 高1 早河　花菜 高1 笠原　佑莉 高1 松井　夏海 高2 矢澤　明子 高1 白石　裕奈 高1 阿部　　渚 高1 横井　七香 高1

200m 本庄東 埼玉栄 星野 武南 不動岡 細田学園 春日部共栄 浦和第一女子

決勝 2:35.24 2:37.00 2:39.03 2:39.44 2:39.96 2:39.97 2:40.73 2:42.34

バタフライ 丹羽　麻友 高2 山内　紅寧 高1 三樹　茉奈 高2 斉藤　未歩 高1 新井　祐希 高1 吉田　　南 高1 北見　彩音 高1 清宮　彩夏 高2

200m 埼玉栄 栄東 春日部共栄 花咲徳栄 花咲徳栄 浦和第一女子 武南 市立川口

決勝 2:17.06 2:20.54 2:21.82 2:26.77 2:27.70 2:30.16 2:31.73 2:33.96

個人メドレー 杉本　　楓 高2 佐藤帆乃佳 高2 林　まどか 高2 寺田知佐美 高1 田口　瑞穂 高2 上河内　彩 高2 込山　未結 高2 内田　未優 高1

200m 春日部共栄 埼玉栄 武南 伊奈学園 花咲徳栄 埼玉栄 花咲徳栄 大宮東

決勝 2:19.41 2:20.56 2:21.96 2:26.17 2:27.56 2:28.04 2:29.43 2:29.72

背泳ぎ 浅見　　瞳 高2 林　もも香 高1 林　　香波 高1 丸子　千陽 高1 斉藤　友菜 高2 岡崎　莉子 高2 新井　夏実 高1 関谷　美里 高2

100m 春日部共栄 春日部共栄 花咲徳栄 武南 伊奈学園 伊奈学園 花咲徳栄 武南

決勝 1:04.10 1:04.96 1:05.63 1:05.85 1:06.56 1:06.77 1:07.43 1:08.20

リレー 埼玉栄 高 春日部共栄 高 武南 高 花咲徳栄 高 伊奈学園 高 大宮東 高 市立川口 高 草加東 高

400m 鎌田　遥薫 高1 川路　遥香 高1 宮林　一菜 高1 林　　香波 高1 岡崎　莉子 高2 内田　未優 高1 塚田　菜月 高2 生越　彩乃 高2

決勝 曽根　沙月 高1 林　もも香 高1 林　まどか 高2 川口　茉鈴 高1 川俣　　星 高1 福本　　碧 高1 寺本　由珠 高2 石井　文葉 高2

丹羽　麻友 高2 山田　采佳 高1 村上　瑠来 高2 新井　夏実 高1 寺田知佐美 高1 高橋こはく 高1 森藤　文菜 高2 西村　舞花 高2

佐藤帆乃佳 高2 内田　美咲 高1 安藤奈々子 高2 田口　瑞穂 高2 山口　　茜 高2 渡辺きみか 高1 鈴木　夏美 高1 松浦　里穂 高1

3:58.59 Fin. 4:00.08 Fin. 4:03.93 Fin. 4:07.04 Fin. 4:10.10 Fin. 4:12.86 Fin. 4:14.78 Fin. 4:21.41 Fin.

 1:00.95 1st.    59.50 1st.  1:00.38 1st.  1:00.12 1st.  1:02.83 1st.  1:03.02 1st.  1:02.23 1st.  1:03.76 1st.
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 平成25年度　第59回埼玉県高等学校新人水泳競技大会       女子成績一覧表 

 2013/09/20 ～ 2013/09/22

会場     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 林　もも香 高1 川路　遥香 高1 内田　美咲 高1 中里　萌花 高1 渡辺きみか 高1 大迫　菜月 高1 生越　彩乃 高2 宇佐美菜々子 高1

50m 春日部共栄 春日部共栄 春日部共栄 埼玉栄 大宮東 川越女子 草加東 埼玉栄

決勝 27.39 27.40 27.60 28.03 28.07 28.08 28.20 28.29

自由形 須嵜　仁美 高1 曽根　沙月 高1 柿沼美智子 高1 宮林　一菜 高1 塚田　菜月 高2 田口　瑞穂 高2 山名　咲瑠 高2 安澤喜和子 高1

200m 狭山ヶ丘 埼玉栄 春日部共栄 武南 市立川口 花咲徳栄 川口工業 花咲徳栄

決勝 2:07.07 2:07.25 2:07.29 2:07.94 2:12.32 2:12.40 2:13.21 2:14.58

背泳ぎ 浅見　　瞳 高2 丸子　千陽 高1 岡崎　莉子 高2 斉藤　友菜 高2 林　　香波 高1 関谷　美里 高2 新井　夏実 高1 鈴木　夏美 高1

200m 春日部共栄 武南 伊奈学園 伊奈学園 花咲徳栄 武南 花咲徳栄 市立川口

決勝 2:16.70 2:20.40 2:21.80 2:21.82 2:24.82 2:24.96 2:25.80 2:27.31

(大会新)

個人メドレー 杉本　　楓 高2 林　まどか 高2 佐藤帆乃佳 高2 上河内　彩 高2 寺田知佐美 高1 込山　未結 高2 三樹　茉奈 高2 伊藤　彩花 高2

400m 春日部共栄 武南 埼玉栄 埼玉栄 伊奈学園 花咲徳栄 春日部共栄 浦和明の星女子

決勝 4:55.71 4:59.91 5:03.63 5:09.64 5:11.67 5:14.19 5:14.85 5:17.12

メドレーリレー 春日部共栄 高 埼玉栄 高 武南 高 伊奈学園 高 花咲徳栄 高 大宮東 高 浦和第一女子 高 市立川口 高

400m 浅見　　瞳 高2 関根　美結 高2 丸子　千陽 高1 斉藤　友菜 高2 林　　香波 高1 福本　　碧 高1 新井　里菜 高2 鈴木　夏美 高1

決勝 杉本　　楓 高2 早河　花菜 高1 松井　夏海 高2 小田原薫乃 高2 川口　茉鈴 高1 高橋こはく 高1 横井　七香 高1 寺本　由珠 高2

内田　美咲 高1 丹羽　麻友 高2 林　まどか 高2 山口　　茜 高2 斉藤　未歩 高1 内田　未優 高1 吉田　　南 高1 塚田　菜月 高2

川路　遥香 高1 佐藤帆乃佳 高2 宮林　一菜 高1 岡崎　莉子 高2 込山　未結 高2 渡辺きみか 高1 柴田　聖菜 高2 森藤　文菜 高2

4:23.58 Fin. 4:24.90 Fin. 4:30.09 Fin. 4:31.74 Fin. 4:38.22 Fin. 4:40.19 Fin. 4:44.35 Fin. 4:46.88 Fin.

 1:04.86 1st.  1:09.64 1st.  1:07.58 1st.  1:06.55 1st.  1:07.04 1st.  1:10.33 1st.  1:14.49 1st.  1:10.16 1st.
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 平成25年度　第59回埼玉県高等学校新人水泳競技大会       女子成績一覧表 

 2013/09/20 ～ 2013/09/22

会場     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 曽根　沙月 高1 小川　真侑 高1 柿沼美智子 高1 神領　　瞳 高2 村上　瑠来 高2 宮林　一菜 高1 山口　　茜 高2 川口　茉鈴 高1

400m 埼玉栄 春日部共栄 春日部共栄 春日部共栄 武南 武南 伊奈学園 花咲徳栄

決勝 4:24.47 4:27.79 4:29.58 4:30.07 4:31.28 4:32.06 4:35.36 4:38.99

平泳ぎ 温品　　和 高1 桐渕その子 高1 白石　裕奈 高1 早河　花菜 高1 矢澤　明子 高1 笠原　佑莉 高1 小田原薫乃 高2 阿部　　渚 高1

100m 本庄東 大宮北 細田学園 埼玉栄 不動岡 星野 伊奈学園 春日部共栄

決勝 1:13.18 1:13.69 1:14.03 1:14.68 1:14.84 1:14.85 1:15.13 1:15.26

バタフライ 丹羽　麻友 高2 山内　紅寧 高1 塚田　菜月 高2 大迫　菜月 高1 新井　祐希 高1 大野奈津子 高1 北見　彩音 高1 斉藤　未歩 高1

100m 埼玉栄 栄東 市立川口 川越女子 花咲徳栄 ふじみ野 武南 花咲徳栄

決勝 1:03.59 1:03.89 1:05.86 1:06.08 1:06.09 1:06.30 1:07.01 1:07.21

リレー 春日部共栄 高 埼玉栄 高 花咲徳栄 高 武南 高 大宮東 高 狭山ヶ丘 高 伊奈学園 高 市立川口 高

200m 林　もも香 高1 中里　萌花 高1 林　　香波 高1 安藤奈々子 高2 渡辺きみか 高1 須嵜　仁美 高1 橋本　花凜 高2 塚田　菜月 高2

決勝 川路　遥香 高1 曽根　沙月 高1 新井　夏実 高1 林　まどか 高2 福本　　碧 高1 榎原しなの 高2 川俣　　星 高1 寺本　由珠 高2

内田　美咲 高1 宇佐美菜々子 高1 安澤喜和子 高1 村上　瑠来 高2 内田　未優 高1 山本　真由 高2 佐藤　　陽 高1 森藤　文菜 高2

杉本　　楓 高2 佐藤帆乃佳 高2 田口　瑞穂 高2 宮林　一菜 高1 高橋こはく 高1 秋田くるみ 高2 斉藤　友菜 高2 鈴木　夏美 高1

1:48.30 Fin. 1:49.90 Fin. 1:53.02 Fin. 1:53.50 Fin. 1:54.32 Fin. 1:55.42 Fin. 1:56.44 Fin. 1:57.34 Fin.

   27.45 1st.    27.92 1st.    27.79 1st.    28.54 1st.    28.04 1st.    27.92 1st.    29.63 1st.    28.93 1st.
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 平成25年度　第59回埼玉県高等学校新人水泳競技大会  

女  子     
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自
由
形

50
m

自
由
形

100
m

自
由
形

200
m

自
由
形

400
m

自
由
形

800
m

背
泳
ぎ

100
m

背
泳
ぎ

200
m

平
泳
ぎ

100
m

平
泳
ぎ

200
m

バ
タ
フ
ラ
イ

100
m

バ
タ
フ
ラ
イ

200
m

個
人
メ
ド
レ
|

200
m

個
人
メ
ド
レ
|

400
m

リ
レ
|

200
m

リ
レ
|

400
m

メ
ド
レ
|
リ
レ
|

400
m

1 春日部共栄 169.0 21.0 15.0 6.0 18.0 13.0 15.0 8.0 1.0 2.0 6.0 8.0 10.0 16.0 14.0 16.0

2 埼玉栄 117.0 6.0 3.0 7.0 8.0 5.0 7.0 8.0 8.0 10.0 11.0 14.0 16.0 14.0

3 武南 94.0 2.0 5.0 7.0 8.0 6.0 10.0 5.0 2.0 2.0 6.0 7.0 10.0 12.0 12.0

4 花咲徳栄 75.0 4.0 1.0 3.0 8.0 6.0 5.0 9.0 6.0 3.0 12.0 10.0 8.0

5 伊奈学園 57.0 2.0 4.0 7.0 11.0 2.0 5.0 4.0 4.0 8.0 10.0

6 大宮東 30.0 4.0 5.0 1.0 8.0 6.0 6.0

7 狭山ヶ丘 21.0 7.0 8.0 6.0

8 市立川口 20.0 4.0 1.0 6.0 1.0 2.0 4.0 2.0

9 本庄東 16.0 8.0 8.0

10 栄東 14.0 7.0 7.0

11 細田学園 9.0 6.0 3.0

11 星野 9.0 3.0 6.0

13 浦和第一女子 8.0 1.0 3.0 4.0

13 川越女子 8.0 3.0 5.0

13 不動岡 8.0 4.0 4.0

16 ふじみ野 7.0 4.0 3.0

16 大宮北 7.0 7.0

18 春日部女子 5.0 5.0

19 草加東 4.0 2.0 2.0

20 朝霞 3.0 3.0

21 川口工業 2.0 2.0

22 浦和明の星女子 1.0 1.0
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