
於： 皇子が丘公園プール（50m）
   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 備考
自由形 藤本　笠斗 中3 加藤　遼士 中3 岸本　真樹 中2 髙橋　康晟 中1 宮田　瑛心 中3 横山　叡智 中3 西村　大翔 中3 大原　修司 中3 藤本　笠斗（予選）
50m 栗東中学 守山南中学 湖西中学 仰木中学 日吉中学 栗東西中学 葉山中学 城山中学 24.74●
決勝 24.61● 24.97 26.37 26.92 27.02 27.36 27.46 27.57
自由形 加藤　遼士 中3 藤本　笠斗 中3 髙橋　康晟 中1 宮田　瑛心 中3 辻　　一颯 中2 西村　大翔 中3 羽渕　真広 中2 栄永　理穏 中3
100m 守山南中学 栗東中学 仰木中学 日吉中学 彦根南中学 葉山中学 長浜北中学 聖徳中学
決勝 54.47 55.39 58.96 58.98 1:00.98 1:01.31 1:01.36 1:01.90
自由形 笠井　絢都 中1 財津　煌大 中3 辻　　一颯 中2 岩井　柚樹 中3 吉里　優亜 中2 大橋　琉生 中2 小林　生歩 中3 西島　大晴 中3
200m 市立守山中学 高島中学 彦根南中学 八幡西中学 甲南中学 長浜南中学 八幡中学 長浜北中学
決勝 2:11.98 2:12.08 2:12.82 2:14.38 2:14.76 2:14.95 2:15.08 2:15.63
自由形 岩谷　善太 中3 吉里　優亜 中2 財津　煌大 中3 足立　　旬 中3 中島　太洋 中3 村田　真悠 中1 中川　楓賀 中2 茂山　獅旺 中3
400m 葉山中学 甲南中学 高島中学 立命館守山中学 水口中学 守山南中学 五個荘中学 立命館守山中学
決勝 4:15.53 4:41.89 4:42.39 4:43.59 4:48.39 4:58.81 5:02.67 5:08.86
自由形 横山　叡智 中3 川端　　輝 中2 上坂　飛嘉 中3 山藤　漣音 中3 牧田　悠仁 中2 饗庭　　湊 中1 村田　唯真 中2 村田　真悠 中1
1500m 栗東西中学 八幡東中学 長浜北中学 八幡中学 彦根中学 湖西中学 今津中学 守山南中学
タイム決勝 18:11.42 18:58.02 18:58.91 19:08.57 19:53.98 20:24.52 20:34.51 20:36.12
背泳ぎ 赤尾　駿弥 中3 西島　大晴 中3 向井　智希 中3 山本　大地 中1 小林　大誠 中3 小磯　蒼月 中1 中井　康輔 中1 白谷　勇二 中3
100m 滋大附属中学 長浜北中学 聖徳中学 栗東中学 朝桜中学 八幡東中学 甲南中学 彦根東中学
決勝 1:02.02 1:06.97 1:07.04 1:07.67 1:08.93 1:11.04 1:11.84 1:12.83
背泳ぎ 赤尾　駿弥 中3 赤尾　　瞭 中1 小林　大誠 中3 向井　智希 中3 中井　康輔 中1 小磯　蒼月 中1 兼田　蒼太 中3 山口　景伍 中3
200m 滋大附属中学 滋大附属中学 朝桜中学 聖徳中学 甲南中学 八幡東中学 守山南中学 日吉中学
決勝 2:18.83 2:25.06 2:26.81 2:27.85 2:30.93 2:35.94 2:54.35 2:57.88
平泳ぎ 冨田　歩夢 中3 北川　輝心 中3 木村　健人 中3 村西　詩音 中3 橋本　陵央 中3 小出琉之介 中1 里井　海星 中3 春日井翔大 中1
100m 聖徳中学 栗東西中学 立命館守山中学 五個荘中学 八幡中学 八幡中学 彦根南中学 打出中学
決勝 1:10.22 1:11.45 1:12.01 1:12.82 1:13.03 1:15.40 1:15.53 1:16.50
平泳ぎ 冨田　歩夢 中3 北川　輝心 中3 村西　詩音 中3 橋本　陵央 中3 里井　海星 中3 小出琉之介 中1 鈴木　蒼大 中2 辻　虎之介 中3
200m 聖徳中学 栗東西中学 五個荘中学 八幡中学 彦根南中学 八幡中学 八幡中学 彦根南中学
決勝 2:31.41 2:32.78 2:36.26 2:36.49 2:42.23 2:45.18 2:49.11 3:01.52
バタフライ 岸本　真樹 中2 上原　瑛太 中2 田中　涼土 中2 本多　　敬 中3 岡村　遥斗 中3 竹原隆之佑 中2 森　　晴秋 中3 小菅　健太 中1 0
100m 湖西中学 日吉中学 甲西中学 多賀中学 草津中学 長浜北中学 愛東中学 聖徳中学 0
決勝 1:00.53 1:04.51 1:04.92 1:05.31 1:05.64 1:06.66 1:08.78 1:11.05
バタフライ 田中　涼土 中2 森　　晴秋 中3 小田柿純平 中1 松宮　琉偉 中3 中出　偉彩 中3 奥　　隆成 中3 山﨑　健心 中2 西村　拓夢 中3
200m 甲西中学 愛東中学 彦根南中学 栗東西中学 彦根東中学 彦根東中学 彦根南中学 彦根南中学
タイム決勝 2:25.83 2:33.00 2:38.47 2:47.88 2:56.54 2:59.58 3:08.84 3:14.34
個人メドレー 赤尾　　瞭 中1 山本　彪志 中3 山本悠一郎 中3 川端　　輝 中2 山本　大地 中1 岩井　柚樹 中3 北村　奏輔 中2 川村　　環 中3
200m 滋大附属中学 日吉中学 滋大附属中学 八幡東中学 栗東中学 八幡西中学 双葉中学 稲枝中学
決勝 2:22.37 2:25.42 2:27.71 2:28.71 2:30.50 2:32.52 2:32.67 2:33.03
個人メドレー 山本　彪志 中3 山下　悠真 中3 北村　奏輔 中2 山本悠一郎 中3 白谷　勇二 中3 川村　　環 中3 宮原　悠記 中3 丸本　友也 中2
400m 日吉中学 八幡東中学 双葉中学 滋大附属中学 彦根東中学 稲枝中学 彦根南中学 彦根南中学
タイム決勝 5:10.18 5:20.57 5:22.26 5:24.60 5:26.18 5:33.46 6:16.32 6:28.09
リレー 長浜北中学 八幡中学 市立守山 聖徳中学 彦根東中学 栗東西中学 彦根南中学 守山南中学 0
400m 西島　大晴 中3 橋本　陵央 中3 西田　　優 中1 向井　智希 中3 中出　偉彩 中3 北川　輝心 中3 小田柿純平 中1 加藤　遼士 中3 0
決勝 上坂　飛嘉 中3 鈴木　蒼大 中2 堀井　悠生 中1 栄永　理穏 中3 南　怜士朗 中3 千葉　一樹 中1 雪丸　恵佑 中2 兼田　蒼太 中3

羽渕　真広 中2 小林　生歩 中3 南堀　孝介 中1 小菅　健太 中1 奥　　隆成 中3 松宮　琉偉 中3 里井　海星 中3 清久　雄心 中3 0
竹原隆之佑 中2 山藤　漣音 中3 笠井　絢都 中1 冨田　歩夢 中3 白谷　勇二 中3 横山　叡智 中3 辻　　一颯 中2 田中　志樹 中3 0
4:06.00 4:06.31 4:10.26 4:10.32 4:15.41 4:16.51 4:17.75 4:18.14

メドレーリレー 八幡東中学 八幡中学 日吉中学 彦根南中学 栗東西中学 聖徳中学 栗東中学 甲南中学
400m 小磯　蒼月 中1 山藤　漣音 中3 山口　景伍 中3 藤塚　　瀧 中3 横山　叡智 中3 向井　智希 中3 山本　大地 中1 吉里　優亜 中2
決勝 川端　　輝 中2 鈴木　蒼大 中2 山本　彪志 中3 里井　海星 中3 北川　輝心 中3 冨田　歩夢 中3 波多野　聖 中3 吉澤　楽人 中2

山下　悠真 中3 小林　生歩 中3 上原　瑛太 中2 小田柿純平 中1 松宮　琉偉 中3 成　　凰基 中3 藤本　笠斗 中3 中井　康輔 中1
髙橋錦之介 中3 橋本　陵央 中3 宮田　瑛心 中3 辻　　一颯 中2 千葉　一樹 中1 栄永　理穏 中3 岡崎　燿平 中2 村山　聡亮 中1
4:34.00 4:34.73 4:41.09 4:41.24 4:41.26 4:41.30 4:42.72 4:49.48

学校別順位 【１位】 【２位】 【３位】 【４位】 【５位】 【６位】 【７位】 【８位】
得点 八幡中学 52 聖徳中学 45 栗東西中学 44 日吉中学 44 彦根南中学 43 滋大附属中学 42 八幡東中学 41 長浜北中学 35

【９位】 【１０位】 【１１位】 【１２位】 【１３位】 【１４位】 【１５位】 【１６位】
栗東中学 28 守山南中学 23 彦根東中学 20 市立守山中学 20 甲南中学 19 湖西中学 17 甲西中学 14 葉山中学 13

プールコンディション ２８日（水） 9:00 気温　30.0℃、水温　29.0℃ ２９日（木） 9:00 気温　28.0℃、水温　29.0℃

13:00 気温　31.0℃、水温　30.0℃ 13:00 気温　31.0℃、水温　30.0℃

第74回　滋賀県中学校夏季総合体育大会 水泳競技（男子）
令和３年７月２８日(水)、２９日（木） ●大会新　◆県中新　■県新 滋賀県中学校体育連盟

3/4ﾘﾚｰ差、11/12入賞者数、
16/17１位の数差、17/18入賞
者数、23/24３位の数差、
26/27入賞者数



於： 皇子が丘公園プール（50m）
   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 備考
自由形 嶋田　れい 中2 西村　音那 中1 丸一　慧奈 中3 平野　杏奈 中2 齋藤　碧葉 中1 佐竹舞奈美 中3 河原崎來々琉 中2 戸田　優衣 中1
50m 打出中学 打出中学 八幡西中学 余呉小中学 近江兄弟社中学 守山南中学 八幡西中学 高穂中学
決勝 28.47 28.55 28.55 28.62 28.76 28.77 28.94 29.24
自由形 嶋田　れい 中2 渡邊　恵衣 中1 丸一　慧奈 中3 佐竹舞奈美 中3 永井　若葉 中2 西田　美優 中2 西岡　美帆 中1 河原崎來々琉 中2 0
100m 打出中学 守山南中学 八幡西中学 守山南中学 瀬田中学 朝桜中学 比叡山中学 八幡西中学 0
決勝 1:01.78 1:01.98 1:02.44 1:02.44 1:02.93 1:02.94 1:03.65 1:04.57
自由形 西田　美優 中2 大原　沙季 中1 橋本　　環 中2 中澤　琉花 中3 斎藤あおい 中3 渡邊　悠乃 中3 川嶋　美那 中1 諏訪　華香 中3
200m 朝桜中学 城山中学 びわ中学 聖徳中学 市立守山中学 守山南中学 安土中学 日枝中学
決勝 2:14.04 2:15.19 2:18.56 2:22.83 2:23.96 2:24.05 2:25.77 2:30.27
自由形 北村　咲瑠 中3 橋本　　環 中2 金　日向大 中3 周防　咲希 中1 柴垣　莉央 中3 渡邊　悠乃 中3 川嶋　美那 中1 奥村　心優 中2
400m 彦根東中学 びわ中学 粟津中学 水口中学 石部中学 守山南中学 安土中学 近江兄弟社中学
決勝 4:48.04 4:50.95 4:53.59 5:01.57 5:05.18 5:05.52 5:05.56 5:07.61
自由形 柴垣　莉央 中3 市田　凪沙 中1 奥村　心優 中2 高野　天音 中3 村西　乃音 中1 渡邊　恵衣 中1 吉田　紗風 中1 安部真那叶 中3
800m 石部中学 水口中学 近江兄弟社中学 立命館守山中学 五個荘中学 守山南中学 瀬田北中学 甲西中学
タイム決勝 10:22.43 10:24.23 10:26.95 10:30.87 10:32.12 10:32.81 10:34.81 10:47.34
背泳ぎ 重藤　　栞 中3 川島　海結 中2 北村　　雅 中1 林　　心遥 中3 松岡　　慈 中2 秋山　里奈 中1 間　　妃花 中1 縄田　芽衣 中1
100m 市立守山中学 長浜西中学 能登川中学 八幡中学 守山南中学 皇子山中学 立命館守山中学 八幡中学
決勝 1:07.95 1:09.92 1:11.83 1:12.93 1:13.82 1:19.69 1:19.83 1:19.98
背泳ぎ 重藤　　栞 中3 川島　海結 中2 北村　　雅 中1 松岡　　慈 中2 林　　心遥 中3 戸田　優衣 中1 秋山　里奈 中1 間　　妃花 中1
200m 市立守山中学 長浜西中学 能登川中学 守山南中学 八幡中学 高穂中学 皇子山中学 立命館守山中学
決勝 2:30.74 2:32.29 2:36.64 2:37.46 2:37.70 2:44.83 2:49.24 2:49.98
平泳ぎ 前田　京希 中2 奥村光央那 中1 水本　音羽 中1 寺島和加乃 中2 馬場日真理 中3 由利　麻琴 中1 氏縄　虹里 中1 小南沙也香 中2 前田　京希(予選)
100m 立命館守山中学 明富中学 彦根南中学 守山南中学 彦根東中学 仰木中学 彦根東中学 能登川中学 1:13.49●
決勝 1:12.97● 1:16.33 1:18.49 1:19.70 1:21.67 1:23.93 1:24.03 1:27.44
平泳ぎ 前田　京希 中2 奥村光央那 中1 馬場日真理 中3 由利　麻琴 中1 荒浪　日菜 中1 浅野　桜乃 中3 早川　佳穂 中2 今井　　輝 中3 前田　京希(予選)
200m 立命館守山中学 明富中学 彦根東中学 仰木中学 打出中学 彦根東中学 八幡西中学 水口東中学 2:33.34■◆●
決勝 2:34.55● 2:45.39 2:48.41 2:55.07 2:58.96 3:00.98 3:05.41 3:08.53
バタフライ 西村　音那 中1 齋藤　碧葉 中1 大原　沙季 中1 初田陽菜多 中3 髙橋あやめ 中1 野崎　心優 中2 木瀬陽万哩 中2 條　明佳里 中2 0
100m 打出中学 近江兄弟社中学 城山中学 粟津中学 八幡東中学 今津中学 安土中学 高穂中学 0
決勝 1:03.87 1:06.67 1:06.81 1:07.23 1:08.44 1:10.09 1:12.11 1:13.09
バタフライ 北村　咲瑠 中3 初田陽菜多 中3 髙橋あやめ 中1 木瀬陽万哩 中2 0 0 0 0 0 0 0 0
200m 彦根東中学 粟津中学 八幡東中学 安土中学 0 0 0 0
タイム決勝 2:30.24 2:35.46 2:37.40 2:40.81 0 0 0 0
個人メドレー 平野　杏奈 中2 松井　咲希 中3 小倉　綾乃 中1 荒浪　日菜 中1 柿木　裕美 中2 柴田　芽佳 中3 西堀　陽依 中2 広谷聖哉菜 中2
200m 余呉小中学 瀬田北中学 近江兄弟社中学 打出中学 栗東西中学 仰木中学 朝桜中学 日吉中学
決勝 2:30.20 2:38.58 2:40.40 2:40.99 2:41.44 2:44.33 2:47.57 2:58.77
個人メドレー 寺島和加乃 中2 松井　咲希 中3 前上門成実 中1 小南沙也香 中2 0 0 0 0 0 0 0 0
400m 守山南中学 瀬田北中学 玉園中学 能登川中学 0 0 0 0
タイム決勝 5:29.15 5:37.73 5:42.50 6:08.59 0 0 0 0
リレー 守山南中学 打出中学 八幡西中学 立命館守山中学 彦根東中学 聖徳中学 瀬田北中学 市立守山
400m 渡邊　恵衣 中1 嶋田　れい 中2 高見　咲来 中1 前田　京希 中2 浅野　桜乃 中3 中澤　琉花 中3 松井　咲希 中3 斎藤あおい 中3
決勝 寺島和加乃 中2 西村　音那 中1 杉本　佳帆 中3 間　　妃花 中1 馬場日真理 中3 田代　雪乃 中2 吉田　新風 中3 野口　雛代 中3

渡邊　悠乃 中3 荒浪　日菜 中1 河原崎來々琉 中2 龍華　天花 中1 氏縄　虹里 中1 中西　晴郁 中2 細見　明里 中3 佐藤　佳奈 中2
佐竹舞奈美 中3 横井　はぐ 中1 丸一　慧奈 中3 高野　天音 中3 北村　咲瑠 中3 石原　愛芽 中3 吉田　紗風 中1 重藤　　栞 中3
4:11.55 4:17.64 4:24.07 4:28.07 4:32.78 4:35.56 4:38.35 4:52.08

メドレーリレー 打出中学 守山南中学 立命館守山中学 彦根東中学 八幡西中学 近江兄弟社中学 聖徳中学 瀬田北中学
400m 嶋田　れい 中2 松岡　　慈 中2 間　　妃花 中1 馬場日真理 中3 杉本　佳帆 中3 奥村　心優 中2 中西　晴郁 中2 吉田　新風 中3
決勝 荒浪　日菜 中1 寺島和加乃 中2 前田　京希 中2 浅野　桜乃 中3 早川　佳穂 中2 小倉　綾乃 中1 安村　優希 中2 細見　明里 中3

西村　音那 中1 佐竹舞奈美 中3 高野　天音 中3 北村　咲瑠 中3 丸一　慧奈 中3 齋藤　碧葉 中1 中澤　琉花 中3 松井　咲希 中3
横井　はぐ 中1 渡邊　悠乃 中3 龍華　天花 中1 氏縄　虹里 中1 河原崎來々琉 中2 川端　心晴 中3 石原　愛芽 中3 熊谷　奈津 中3
4:47.74 4:50.57 4:52.73 4:53.62 4:54.04 4:59.46 5:21.11 5:29.33

学校別順位 【１位】 【２位】 【３位】 【４位】 【５位】 【６位】 【７位】 【８位】
得点 守山南中学 76.5 打出中学 70 彦根東中学 49 立命館守山中学 46 八幡西中学 37 近江兄弟社中学 30 瀬田北中学 22 市立守山中学 22

【９位】 【１０位】 【１１位】 【１２位】 【１２位】 【１４位】 【１５位】 【１６位】
能登川中学 18 粟津中学 18 聖徳中学 15 明富中学 14 長浜西中学 14 朝桜中学 13 余呉小中学 13 びわ中学 13

プールコンディション ２８日（水） 9:00 気温　30.0℃、水温　29.0℃ ２９日（木） 9:00 気温　28.0℃、水温　29.0℃
13:00 気温　31.0℃、水温　30.0℃ 13:00 気温　31.0℃、水温　30.0℃

7/8ﾘﾚｰ差、9/10入賞者数、14/15
入賞者数、15/16１位の数差、
18/19１位の数差、20/21入賞者
数、26/27入賞者数

第74回　滋賀県中学校夏季総合体育大会 水泳競技（女子）
令和３年７月２８日(水)、２９日（木） ●大会新　◆県中新　■県新 滋賀県中学校体育連盟


