
第53回新潟県中学校総合体育大会                         男子成績一覧表 

2022/07/16 ～ 2022/07/17

会場  ダイエープロビスフェニックスプール  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 田中　悠太 中3 山﨑　勇翔 中2 山倉　悠斗 中3 坂爪　瀬七 中3 稲津　聡太 中3 笠原　克幸 中3 丸山　航駕 中3 寺村　大樹 中3

50m 三条第一 城西 内野 東石山 小出 長岡宮内 光晴 小新

決勝 24.74 25.06 25.36 25.81 25.91 26.23 26.49 26.53

自由形 田中　悠太 中3 山﨑　勇翔 中2 秋山　隆創 中3 堀口　暁矢 中3 丸山　航駕 中3 長谷川将大 中1 高野　颯汰 中3 田中　　舜 中3

100m 三条第一 城西 三条第一 長岡東北 光晴 新津第一 能生 長岡東北

決勝 55.03 55.07 55.69 57.89 58.44 58.64 58.71 59.08

自由形 秋山　隆創 中3 坂木　荘介 中3 溝口　大成 中3 佐々木　陸 中3 相澤　日向 中2 田中　　舜 中3 小坂井道匡 中3 加藤　雅琉 中3

200m 三条第一 寄居 長岡東北 宮浦 長岡南 長岡東北 堤岡 新津第一

決勝 2:02.21 2:02.97 2:04.34 2:04.66 2:05.49 2:08.04 2:08.28 2:09.73

自由形 坂木　荘介 中3 桑原龍之介 中3 相澤　日向 中2 佐々木　陸 中3 吉澤　怜央 中2 田中　陸翔 中3 峠　　瑠人 中2 五十嵐賢吾 中2

400m 寄居 長岡南 長岡南 宮浦 亀田 高志中等 六日町 亀田西

決勝 4:20.41 4:22.39 4:23.66 4:23.76 4:32.78 4:33.62 4:33.93 4:34.45

自由形 桑原龍之介 中3 堀口　暁矢 中3 吉澤　怜央 中2 峠　　瑠人 中2 五十嵐賢吾 中2 田中　陸翔 中3 池田龍之介 中3 手塚　飛耀 中1

1500m 長岡南 長岡東北 亀田 六日町 亀田西 高志中等 長岡宮内 中郷

タイム決勝 17:29.18 Fin. 17:29.27 Fin. 17:46.15 Fin. 17:49.37 Fin. 17:58.18 Fin. 18:29.21 Fin. 19:00.85 Fin. 19:02.54 Fin.

 9:12.66 800  9:18.39 800  9:20.69 800  9:25.80 800  9:30.67 800  9:44.03 800 10:08.67 800 10:09.35 800

背泳ぎ 長谷川温大 中3 須田　大晴 中3 上野　友暉 中3 石附　昇久 中1 臼井　伸明 中3 貫和　志成 中3 三島　逞人 中3 深海　隆嶺 中1

100m 大江山 上山 城西 宮浦 長岡南 新井 石山 燕

決勝 1:00.06 1:01.28 1:04.25 1:05.02 1:05.27 1:06.13 1:06.26 1:07.85

背泳ぎ 長谷川温大 中3 須田　大晴 中3 上野　友暉 中3 臼井　伸明 中3 三島　逞人 中3 藤田翔太郎 中3 深海　隆嶺 中1 岡田　陽生 中3

200m 大江山 上山 城西 長岡南 石山 葵 燕 燕

決勝 2:11.11 2:11.45 2:19.68 2:19.75 2:24.80 2:25.79 2:26.85 2:27.98

平泳ぎ 田夛　悠人 中3 三井田　聖 中3 今泉　悠成 中2 阿部旺太郎 中3 佐藤　航介 中3 平沢龍之介 中2 布施　夢翔 中2 本間　陽哉 中2

100m 新津第二 柏崎翔洋中等 新津第二 燕 西川 柏崎翔洋中等 長岡東北 燕

決勝 1:06.69 1:08.79 1:10.88 1:10.99 1:11.00 1:11.52 1:11.72 1:12.33

平泳ぎ 田夛　悠人 中3 三井田　聖 中3 今泉　悠成 中2 阿部旺太郎 中3 佐藤　航介 中3 丸山　紘夢 中3 布施　夢翔 中2 本間　陽哉 中2

200m 新津第二 柏崎翔洋中等 新津第二 燕 西川 春日 長岡東北 燕

決勝 2:26.31 2:28.15 2:29.49 2:32.54 2:33.37 2:35.28 2:35.28 2:36.08

(同6位)
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第53回新潟県中学校総合体育大会                         男子成績一覧表 

2022/07/16 ～ 2022/07/17

会場  ダイエープロビスフェニックスプール  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 中山　拓海 中3 笠原　克幸 中3 稲津　聡太 中3 田辺　大翔 中2 大塚　　浬 中3 野口　宇太 中3 三浦　暖都 中3 近藤　悠正 中3

100m 燕 長岡宮内 小出 小千谷 長岡宮内 上教大附属 上山 小新

決勝 58.40 59.04 1:00.25 1:00.98 1:01.61 1:01.88 1:01.98 1:02.57

バタフライ 中山　拓海 中3 三浦　暖都 中3 田辺　大翔 中2 五十嵐諒太 中3 大塚　　浬 中3 服村健太郎 中1 松川　真士 中3 野口　宇太 中3

200m 燕 上山 小千谷 新大附属長岡 長岡宮内 高志中等 水原 上教大附属

決勝 2:13.64 2:16.16 2:17.66 2:21.35 2:21.80 2:25.82 2:27.32 2:29.08

個人メドレー 根岸　歩夢 中2 清水　優希 中2 坂爪　瀬七 中3 五十嵐侠也 中2 吉垣　智貴 中2 高橋　海哩 中3 藤田翔太郎 中3 高橋　倖生 中3

200m 直江津 亀田 東石山 旭岡 糸魚川 春日 葵 新大附属長岡

決勝 2:10.14 2:13.43 2:17.49 2:18.47 2:21.41 2:24.02 2:24.79 2:29.32

個人メドレー 根岸　歩夢 中2 清水　優希 中2 五十嵐侠也 中2 吉垣　智貴 中2 高橋　海哩 中3 牧野　真裕 中1 仙葉　海音 中2 高橋　倖生 中3

400m 直江津 亀田 旭岡 糸魚川 春日 石山 猿橋 新大附属長岡

決勝 4:33.28 4:47.67 4:50.87 5:04.90 5:12.18 5:19.00 5:23.06 5:23.41

(県中新)

リレー 長岡南 中 長岡東北 中 高志中等 中 長岡宮内 中 三条第一 中 燕 中 新津第一 中 新津第二 中

400m 臼井　伸明 中3 溝口　大成 中3 服村健太郎 中1 大塚　　浬 中3 秋山　隆創 中3 中山　拓海 中3 長谷川将大 中1 田夛　悠人 中3

決勝 相澤　日向 中2 堀口　暁矢 中3 田中　陸翔 中3 笠原　克幸 中3 髙橋　依楓 中1 西方　快静 中3 加藤　雅琉 中3 仁瓶　峻希 中3

内藤　　珀 中1 田中　　舜 中3 近藤　　蒼 中2 梶山　結生 中2 羽賀　祐翔 中1 相場　龍真 中3 伊藤　　拓 中2 今泉　悠成 中2

桑原龍之介 中3 佐藤　龍介 中3 上之山　蓮 中3 鈴木　千浬 中1 田中　悠太 中3 小菅　柚寛 中2 帆苅　　優 中2 竹内　竣亮 中3

3:54.73 Fin. 3:54.89 Fin. 3:55.39 Fin. 3:57.26 Fin. 3:58.00 Fin. 3:59.44 Fin. 4:02.38 Fin. 4:02.66 Fin.

   58.23 1st.    57.81 1st.    57.89 1st.    59.19 1st.    56.23 1st.    55.97 1st.    58.64 1st.    56.15 1st.

メドレーリレー 燕 中 上山 中 長岡東北 中 長岡南 中 長岡宮内 中 高志中等 中 三条第一 中 春日 中

400m 深海　隆嶺 中1 須田　大晴 中3 溝口　大成 中3 臼井　伸明 中3 大塚　　浬 中3 近藤　　蒼 中2 髙橋　依楓 中1 野本　　新 中1

決勝 阿部旺太郎 中3 三浦　暖都 中3 布施　夢翔 中2 桑原龍之介 中3 加納　大雅 中3 上之山　蓮 中3 羽賀　祐翔 中1 丸山　紘夢 中3

中山　拓海 中3 遠田　陽也 中2 佐藤　龍介 中3 相澤　日向 中2 笠原　克幸 中3 服村健太郎 中1 秋山　隆創 中3 高橋　海哩 中3

西方　快静 中3 伊藤　　亮 中1 堀口　暁矢 中3 内藤　　珀 中1 梶山　結生 中2 田中　陸翔 中3 田中　悠太 中3 田中　龍弥 中3

4:15.56 Fin. 4:22.56 Fin. 4:23.34 Fin. 4:24.19 Fin. 4:24.91 Fin. 4:25.32 Fin. 4:29.58 Fin. 4:32.56 Fin.

 1:07.47 1st.  1:01.74 1st.  1:08.51 1st.  1:05.78 1st.  1:09.71 1st.  1:12.70 1st.  1:14.24 1st.  1:13.05 1st.
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第53回新潟県中学校総合体育大会                         女子成績一覧表 

2022/07/16 ～ 2022/07/17

会場  ダイエープロビスフェニックスプール  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 神田　行空 中2 橋本　志保 中1 高橋こうめ 中2 齋藤　七樺 中2 一箭　奏花 中2 清水　明梨 中3 浅野　葵衣 中1 須波　佑果 中2

50m 新津第二 木戸 長岡東北 関原 新潟第一 大和 長岡南 見附

決勝 27.16 27.67 27.98 28.06 28.55 28.69 28.96 28.97

自由形 高橋こうめ 中2 橋本　志保 中1 齋藤　七樺 中2 齊藤　　暖 中2 清水　明梨 中3 酒井　麻帆 中3 新川友羽可 中1 高橋　花穂 中1

100m 長岡東北 木戸 関原 長岡東北 大和 長岡南 分水 新津第二

決勝 59.88 1:00.63 1:01.40 1:01.88 1:02.96 1:03.52 1:03.73 1:04.27

自由形 齊藤　　暖 中2 梶山　桃菜 中2 佐藤　花帆 中1 菊地　莉那 中2 新川友羽可 中1 中澤　桜花 中3 小林　沙英 中1 針貝　沙良 中1

200m 長岡東北 長岡宮内 藤見 長岡東北 分水 塩沢 栄 白南

決勝 2:12.74 2:13.01 2:13.43 2:14.92 2:17.23 2:20.63 2:21.81 2:22.01

自由形 坂爪　　華 中1 梶山　桃菜 中2 井口　暖葉 中2 佐藤　花帆 中1 増澤　莉緒 中3 登坂　　文 中2 酒井　麻帆 中3 植田　幸乃 中3

400m 東石山 長岡宮内 小出 藤見 旭岡 藤見 長岡南 新潟第一

決勝 4:38.61 4:40.83 4:44.16 4:44.36 4:47.72 4:48.36 4:51.18 4:51.34

自由形 坂爪　　華 中1 増澤　莉緒 中3 井口　暖葉 中2 藤崎　　灯 中2 植田　幸乃 中3 川波　英華 中2 阿部　心咲 中1 鈴木　海音 中3

800m 東石山 旭岡 小出 新潟柳都 新潟第一 燕 藤見 宮浦

タイム決勝 9:36.14 9:42.91 9:46.62 9:56.44 10:01.16 10:02.12 10:16.94 10:36.04

背泳ぎ 神田　行空 中2 藤原　葵衣 中3 梨本　湊羚 中3 細川　　愛 中2 徳田　玲菜 中3 坂口　莉子 中1 平澤　那智 中3 登坂　すず 中2

100m 新津第二 長岡宮内 燕吉田 五泉 与板 藤見 東小千谷 十日町中条

決勝 1:05.31 1:08.21 1:08.27 1:09.30 1:11.64 1:11.68 1:12.92 1:13.52

背泳ぎ 藤原　葵衣 中3 梨本　湊羚 中3 細川　　愛 中2 坂口　莉子 中1 星野　虹子 中1 徳田　玲菜 中3 登坂　すず 中2 鈴木梨里子 中1

200m 長岡宮内 燕吉田 五泉 藤見 長岡宮内 与板 十日町中条 堤岡

決勝 2:25.90 2:29.42 2:31.36 2:33.27 2:33.33 2:33.66 2:34.48 2:36.57

平泳ぎ 神田　倫来 中1 渡邉　　瑛 中3 田村　　心 中3 佐藤　朝日 中1 渡邊　心結 中3 鈴木希叶子 中3 久末　乃愛 中1 高橋　　遥 中1

100m 木戸 長岡宮内 柏崎翔洋中等 藤見 燕吉田 堤岡 長岡東北 城北

決勝 1:14.06 1:14.29 1:15.64 1:16.79 1:17.37 1:17.57 1:20.73 1:20.98

平泳ぎ 神田　倫来 中1 渡邉　　瑛 中3 佐藤　朝日 中1 鈴木希叶子 中3 渡邊　心結 中3 高橋　　遥 中1 齋藤　　綾 中2 丸山小百合 中3

200m 木戸 長岡宮内 藤見 堤岡 燕吉田 城北 加茂 長岡宮内

決勝 2:42.62 2:42.87 2:45.63 2:45.98 2:46.82 2:54.94 2:55.86 2:56.09

バタフライ 門間　悠月 中3 一箭　奏花 中2 小嶋　寿々 中1 木竜　　唯 中2 浅野　葵衣 中1 渡部　蒼羽 中1 富井　萌加 中1 片山　里菜 中2

100m 亀田 新潟第一 大形 内野 長岡南 新津第二 水沢 鳥屋野

決勝 1:03.93 1:06.81 1:07.37 1:08.26 1:08.38 1:10.20 1:10.89 1:11.58
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第53回新潟県中学校総合体育大会                         女子成績一覧表 

2022/07/16 ～ 2022/07/17

会場  ダイエープロビスフェニックスプール  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 西脇　日彩 中3 片山　里菜 中2 小堺　日和 中1 小嶋　寿々 中1 小松　怜華 中3 関　　亜依 中2 中川夢々花 中2 上村　未萌 中3

200m 小千谷 鳥屋野 城西 大形 長岡東 大和 長岡宮内 塩沢

決勝 2:28.88 2:34.53 2:35.46 2:40.48 2:44.36 2:46.09 2:46.72 2:47.34

個人メドレー 菊地　莉那 中2 伊藤　笑心 中1 針貝　沙良 中1 政藤　愛花 中2 西脇　日彩 中3 河原　陽菜 中3 渡辺　悠月 中3 本間　良美 中2

200m 長岡東北 上教大附属 白南 赤塚 小千谷 鳥屋野 新津第一 燕

決勝 2:30.43 2:30.80 2:32.00 2:33.15 2:34.25 2:35.68 2:35.86 2:36.12

個人メドレー 門間　悠月 中3 伊藤　笑心 中1 政藤　愛花 中2 磯辺　侑里 中2 村山　燈和 中2 本間　良美 中2 渡辺　悠月 中3 登坂　　文 中2

400m 亀田 上教大附属 赤塚 葛塚 坂井輪 燕 新津第一 藤見

決勝 5:12.19 5:20.09 5:24.43 5:29.94 5:32.64 5:36.56 5:36.72 5:39.93

リレー 長岡東北 中 藤見 中 新津第二 中 長岡宮内 中 新潟第一 中 大和 中 長岡南 中 燕 中

400m 高橋こうめ 中2 佐藤　花帆 中1 高橋　花穂 中1 梶山　桃菜 中2 一箭　奏花 中2 小島　　栞 中2 酒井　麻帆 中3 川波　英華 中2

決勝 齊藤　　暖 中2 野口あいみ 中3 渡部　蒼羽 中1 渡邉　　瑛 中3 植田　幸乃 中3 清水　明梨 中3 鈴木　希実 中1 本間　良美 中2

板垣　璃虹 中2 阿部　心咲 中1 細川　結生 中2 星野　虹子 中1 田中　柑奈 中1 関　　亜依 中2 丸山　千晴 中1 鳥部　芽吹 中3

菊地　莉那 中2 登坂　　文 中2 神田　行空 中2 藤原　葵衣 中3 甲田千花子 中3 印牧　虹湖 中1 浅野　葵衣 中1 山田　　紗 中3

4:11.78 Fin. 4:15.24 Fin. 4:15.54 Fin. 4:16.30 Fin. 4:20.39 Fin. 4:24.50 Fin. 4:27.23 Fin. 4:29.75 Fin.

 1:00.24 1st.  1:02.15 1st.  1:03.39 1st.  1:03.50 1st.  1:02.56 1st.  1:06.64 1st.  1:03.47 1st.  1:05.17 1st.

メドレーリレー 長岡宮内 中 長岡東北 中 藤見 中 新津第二 中 大和 中 柏崎翔洋中等 中 堤岡 中 燕 中

400m 藤原　葵衣 中3 板垣　璃虹 中2 野口あいみ 中3 神田　行空 中2 松田　紗來 中2 田村　　温 中1 鈴木梨里子 中1 川波　英華 中2

決勝 渡邉　　瑛 中3 久末　乃愛 中1 佐藤　朝日 中1 高橋　花穂 中1 清水　光穂 中1 吉田　姫花 中1 鈴木希叶子 中3 本間　良美 中2

中川夢々花 中2 菊地　莉那 中2 佐藤　花帆 中1 渡部　蒼羽 中1 関　　亜依 中2 田村　　心 中3 山賀花梨奈 中3 鳥部　芽吹 中3

梶山　桃菜 中2 高橋こうめ 中2 登坂　　文 中2 細川　結生 中2 清水　明梨 中3 長門　郁樹 中2 吉岡　美羽 中1 青柳　万智 中2

4:40.87 Fin. 4:41.53 Fin. 4:47.37 Fin. 4:52.23 Fin. 4:53.75 Fin. 5:00.52 Fin. 5:03.15 Fin. 5:12.86 Fin.

 1:10.22 1st.  1:12.82 1st.  1:15.11 1st.  1:05.96 1st.  1:15.12 1st.  1:14.41 1st.  1:15.46 1st.  1:15.91 1st.
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