
男子 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

自由形 竹内　勇貴 奥田　玲偉 字室　克輝 村澤　　尚 山田啓一朗 大川　海成 平松　直也 山本　航平 入江昭太朗 古谷　星空

50m 井口中 広島城北中 府中中 四季が丘中 坂中 新市中央中 安佐中 瀬野川中 祇園中 県立広島中

25.33 26.07 26.16 26.29 26.57 26.63 26.74 26.91 27.46 27.57

自由形 竹内　勇貴 奥田　玲偉 村澤　　尚 字室　克輝 平松　直也 石部　瑞貴 後藤　　拓 加藤　直人 山田啓一朗 山田　敦輝

100m 井口中 広島城北中 四季が丘中 府中中 安佐中 広島学院中 三原第二中 東朋中 坂中 四季が丘中

55.79 56.29 56.82 57.00 57.46 57.75 58.11 58.15 58.56 1:01.48

自由形 宮本　滉聖 山根　聡太 藤原　一颯 加藤　直人 後藤　　拓 有木　康介 髙杉　大志 河野　直也 和久井陽介 疋田　　啓

200m 近大福山中 安佐中 横路中 東朋中 三原第二中 福山城北中 祇園中 安佐中 二葉中 己斐中

2:00.35 2:01.34 2:02.75 2:05.97 2:06.83 2:08.08 2:08.18 2:09.38 2:09.46 2:16.96

自由形 時川　叶夢 宮本　滉聖 山根　聡太 有木　康介 和久井陽介 土田　力暉 山田　雪矢 品末　聖太 宗貞　翔大 藤本　椎麻

400m 吉浦中 近大福山中 安佐中 福山城北中 二葉中 広中央中 十日市中 大野東中 近大東広島中 長束中

4:11.90 4:11.93 4:18.64 4:32.11 4:37.26 4:40.23 4:42.29 4:42.29 4:43.12 4:57.20

(同7位)

自由形 時川　叶夢 藤本　椎麻 石田　太陽 玉井　嘉人 宗貞　翔大 山田　雪矢 土田　力暉 細川　昌暉 品末　聖太 佐倉　智哉

1500m 吉浦中 長束中 十日市中 矢野中 近大東広島中 十日市中 広中央中 五日市中 大野東中 安佐中

16:25.17 18:32.80 18:37.62 18:46.90 18:50.88 18:50.97 18:58.92 19:00.26 19:06.37 22:32.31

背泳ぎ 平岡　由基 河本　遥音 濵本龍之介 唐川　弘大 安森　玲央 入江昭太朗 鈴木　風雅 前原　大和 後藤　宏祐 吉年　晴真

100m 明徳中 安佐中 広中央中 府中第一中 川尻中 祇園中 廿日市中 伴中 修道中 己斐上中

1:00.94 1:03.42 1:04.91 1:05.57 1:05.70 1:06.40 1:07.56 1:08.60 1:08.75 1:11.19

背泳ぎ 平岡　由基 唐川　弘大 河本　遥音 濵本龍之介 鈴木　風雅 安森　玲央 三好　達也 前原　大和 吉年　晴真 友滝　康介

200m 明徳中 府中第一中 安佐中 広中央中 廿日市中 川尻中 安佐中 伴中 己斐上中 福山中

2:14.63 2:15.27 2:15.74 2:18.53 2:21.80 2:22.19 2:27.25 2:30.41 2:33.63 2:33.81

平泳ぎ 大川　海成 大林　渚巨 湯免　竜輝 畠中　航志 空　　優輝 黒川　真琴 竹原　共哉 才上　陽也 鈴木　悠都 内田　大暉

100m 新市中央中 可部中 十日市中 高取北中 矢野中 古田中 三原第二中 安佐中 廿日市中 早稲田中

1:09.45 1:10.03 1:10.92 1:11.82 1:11.82 1:11.92 1:13.30 1:13.56 1:14.10 1:14.37

(同4位)

平泳ぎ 大林　渚巨 才上　陽也 畠中　航志 湯免　竜輝 黒川　真琴 空　　優輝 鈴木　悠都 竹原　共哉 内田　純平 木村　将也

200m 可部中 安佐中 高取北中 十日市中 古田中 矢野中 廿日市中 三原第二中 盈進中 天応中

2:29.91 2:30.31 2:30.57 2:30.68 2:35.77 2:36.60 2:40.16 2:42.52 2:44.29 2:48.83

第57回広島県中学校水泳競技選手権大会 競泳競技の部決勝順位表



ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 松川　晟士 山田　淳斗 中村　幸平 髙杉　大志 岡﨑　壮真 徳毛　彪吾 奥田　莉玖 島田　紘希 水坂　龍星 福田　颯亮

100m 広島城北中 祇園東中 修道中 祇園中 阿品台中 府中第一中 広島城北中 鳳中 伴中 小方中

58.03 59.07 59.97 1:00.94 1:01.71 1:02.66 1:05.22 1:05.91 1:06.52 1:06.63

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 松川　晟士 中村　幸平 岡﨑　壮真 島田　紘希 光永　　航 藤本　大智 徳毛　彪吾 高賀光之介 桒田　大夢 森本　琉玖

200m 広島城北中 修道中 阿品台中 鳳中 阿品台中 大野東中 府中第一中 誠之中 芦田中 国泰寺中

2:10.39 2:12.58 2:15.05 2:26.64 2:28.21 2:28.81 2:31.07 2:38.73 2:49.24 2:54.59

個人ﾒﾄﾞﾚー 藤原　一颯 生稲　斗和 辻岡　　創 玉井　嘉人 河野　直也 加藤　龍馬 難波　雅翔 大濱　陽向 山根　遼大 石部　瑞貴

200m 横路中 郷原中 広島城南中 矢野中 安佐中 七尾中 近大福山中 安佐中 坂中 広島学院中

2:17.79 2:19.67 2:20.79 2:24.73 2:24.93 2:26.64 2:26.95 2:30.79 2:32.10 2:35.24

個人ﾒﾄﾞﾚー 山田　淳斗 生稲　斗和 辻岡　　創 加藤　龍馬 河島　光佑 内田　大暉 山根　遼大 森野　　凜 村上　健太 片山　　喜

400m 祇園東中 郷原中 広島城南中 七尾中 宇品中 早稲田中 坂中 熊野東中 広中央中 府中第一中

4:49.92 4:57.59 4:59.11 5:10.46 5:19.33 5:22.64 5:23.54 5:26.00 5:36.13 5:36.99

ﾘﾚー 安佐中 近大福山中 三原第二中 井口中 広中央中 祇園中 十日市中 宇品中 矢野中 可部中

400m 山根　聡太 雪岡　　隼 後藤　　拓 隅　　大智 土田　力暉 髙杉　大志 湯免　竜輝 中田　慈英 玉井　嘉人 小笹山堅斗

平松　直也 片岡　昂輝 久保　翔大 鈴木　遼真 中野　翔太 上仲　亮太 松川　晟夕 河島　光佑 今谷　天駿 庄原　義人

三好　達也 宮本　滉聖 浜田　翔太 伊東　佑剛 濵本龍之介 内海　智也 山田　雪矢 岸田　　蓮 冬木　登真 越山　怜治

河本　遥音 難波　雅翔 竹原　共哉 竹内　勇貴 村上　健太 入江昭太朗 石田　太陽 森政　慶人 空　　優輝 大林　渚巨

3:52.20 4:01.60 4:07.17 4:10.39 4:10.41 4:13.71 4:16.30 4:20.04 4:27.42 4:37.86

ﾒﾄﾞﾚーﾘﾚー 安佐中 広島城北中 井口中 近大福山中 祇園中 広中央中 十日市中 福山城北中 二葉中 宇品中

400m 河本　遥音 奥田　玲偉 原口　優歩 片岡　昂輝 入江昭太朗 濵本龍之介 石田　太陽 有木　康介 村上　夢叶 河島　光佑

才上　陽也 松川　晟士 伊東　佑剛 難波　雅翔 内海　智也 中野　翔太 湯免　竜輝 内尾　星汰 角田　瑞起 堀田　明杜

平松　直也 奥田　莉玖 竹内　勇貴 宮本　滉聖 髙杉　大志 村上　健太 松川　晟夕 大土井　彪 和久井陽介 岸田　　蓮

山根　聡太 川見　智紀 隅　　大智 雪岡　　隼 上仲　亮太 土田　力暉 山田　雪矢 佐藤　柊平 迫田　翔希 中田　慈英

4:17.67 4:31.77 4:32.74 4:36.26 4:37.60 4:44.79 4:44.93 4:54.22 4:55.83 5:01.75

男子 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
第57回広島県中学校水泳競技選手権大会 競泳競技の部決勝順位表



女子 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

自由形 矢田　楓果 馬屋原咲月 有馬　志保 落岩　　慧 竹中　さち 増田　七海 藤永　悠希 笹井　歩未 鹿島夕莉奈 北山　佳歩

50m 可部中 祇園中 広島城南中 府中学園 海田中 吉浦中 府中学園 福山城南中 矢野中 広島なぎさ中

28.49 28.71 28.82 28.95 29.24 29.41 29.66 29.73 29.99 30.07

自由形 山根　澄夏 武藤　実咲 馬屋原咲月 竹中　さち 藤永　悠希 松本　彩華 増田　七海 黒河穂乃香 松谷　柚希 後藤　梨乃

100m 府中明郷中 翠町中 祇園中 海田中 府中学園 培遠中 吉浦中 亀山中 二葉中 広島女学院中

1:02.74 1:03.13 1:03.19 1:04.05 1:04.45 1:04.79 1:04.80 1:05.14 1:05.24 1:05.93

自由形 岡田　知花 有馬　志保 山根　澄夏 武藤　実咲 小田　花梨 塩﨑　そら 堀内　泉里 沖本　真和 安達　美結 後藤　梨乃

200m 安田女子中 広島城南中 府中明郷中 翠町中 安佐中 可部中 古田中 安佐中 観音中 広島女学院中

2:12.80 2:13.90 2:15.85 2:16.26 2:17.05 2:20.05 2:21.07 2:23.21 2:25.25 2:27.91

自由形 馬屋原雪乃 岡田　知花 河野　望来 楠瀬　裕麻 桑原　七海 矢野帆乃果 沖本　真和 木田　海愛 庄野　美聡 吉田こころ

400m 祇園中 安田女子中 和庄中 広島女学院中 十日市中 安田女子中 安佐中 吉島中 翠町中 東朋中

4:37.18 4:42.11 4:49.39 4:56.99 4:58.58 5:03.23 5:04.60 5:09.59 5:10.76 5:13.75

自由形 馬屋原雪乃 河野　望来 桑原　七海 矢野帆乃果 庄野　美聡 木田　海愛 日野　瑞萌 鹿島夕莉奈 加統　小夏 玉里　琴音

800m 祇園中 和庄中 十日市中 安田女子中 翠町中 吉島中 府中第一中 矢野中 広島城南中 野坂中

9:36.91 10:01.20 10:03.21 10:26.48 10:32.83 10:38.73 10:45.40 10:52.51 11:02.07 11:07.76

背泳ぎ 佐藤　　鼓 下田　彩葉 岡野　　藍 河面　　英 日名子真衣 小田　花梨 落岩　　慧 田﨑　藍華 矢立　咲空 山根小音羽

100m 八本松中 温品中 郷原中 府中第一中 広大福山中 安佐中 府中学園 西条中 清和中 府中明郷中

1:06.37 1:07.76 1:08.76 1:09.37 1:10.33 1:10.49 1:10.98 1:12.65 1:14.91 1:15.62

背泳ぎ 枡井　　萌 佐藤　　鼓 下田　彩葉 河面　　英 日名子真衣 矢立　咲空 原　　歩那 田﨑　藍華 山根小音羽 畠田　蒼唯

200m 広島なぎさ中 八本松中 温品中 府中第一中 広大福山中 清和中 広島なぎさ中 西条中 府中明郷中 矢野中

2:22.80 2:23.09 2:28.45 2:28.63 2:30.49 2:38.20 2:40.45 2:40.59 2:41.46 2:41.80

平泳ぎ 今井　夏希 佐多　陽南 山音　瑠那 押川　　夢 宮崎　来望 佐竹　　幸 山下　栞奈 米澤　奈央 黒谷みふみ 二井野　桃

100m 鳳中 大州中 翠町中 井口中 黒瀬中 高屋中 可部中 矢野中 高屋中 東原中

1:16.65 1:18.97 1:19.06 1:19.87 1:20.85 1:21.93 1:22.88 1:23.68 1:24.56 1:25.12

平泳ぎ 今井　夏希 押川　　夢 山音　瑠那 宮崎　来望 岩田　恵未 佐竹　　幸 黒谷みふみ 佐多　陽南 竹本　小夏 山下　栞奈

200m 鳳中 井口中 翠町中 黒瀬中 矢野中 高屋中 高屋中 大州中 安佐中 可部中

2:42.47 2:48.00 2:50.18 2:52.14 2:55.69 2:57.92 2:57.98 2:58.04 3:01.37 3:01.39

第57回広島県中学校水泳競技選手権大会 競泳競技の部決勝順位表



ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 森川　莉子 松井理佐子 水国みいな 矢田　楓果 竹田　すず 松尾　紗帆 藤　　心結 塩﨑　そら 大倉　遙佳 日高　愛海

100m 安佐中 鳳中 廿日市中 可部中 伴中 昭和北中 鳳中 可部中 高取北中 新庄中

1:03.96 1:05.23 1:05.63 1:06.01 1:06.25 1:06.95 1:07.91 1:11.19 1:11.60 1:13.95

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 森川　莉子 藤　　心結 竹田　すず 水国みいな 松尾　紗帆 福山　彩映 大倉　遙佳 楠瀬　裕麻 小野　愛未 二俣　奈央

200m 安佐中 鳳中 伴中 廿日市中 昭和北中 東朋中 高取北中 広島女学院中 済美中 鳳中

2:19.97 2:26.62 2:26.85 2:31.82 2:34.67 2:36.58 2:41.51 2:41.80 2:46.70 2:49.99

個人ﾒﾄﾞﾚー 枡井　　萌 重信まどか 來海　菜穂 桑原　菜摘 三宅　　琳 金川　真菜 岩田　恵未 瀬川優美子 杉田　小夏 安達　美結

200m 広島なぎさ中 東朋中 昭和北中 安佐中 片山中 安佐中 矢野中 ND清心中 十日市中 観音中

2:23.78 2:25.79 2:28.43 2:31.78 2:32.36 2:35.22 2:38.62 2:40.06 2:42.68 2:42.91

個人ﾒﾄﾞﾚー 重信まどか 松井理佐子 來海　菜穂 三宅　　琳 桑原　菜摘 金川　真菜 岡野　　藍 杉田　小夏 望月　春那 栗栖　歩美

400m 東朋中 鳳中 昭和北中 片山中 安佐中 安佐中 郷原中 十日市中 翠町中 坂中

5:08.22 5:10.38 5:12.39 5:19.88 5:20.44 5:25.04 5:25.36 5:40.59 5:59.32 6:19.71

ﾘﾚー 安佐中 鳳中 翠町中 十日市中 可部中 矢野中 東朋中 井口中 黒瀬中 坂中

400m 金川　真菜 藤　　心結 庄野　美聡 桑原　七海 中田　麻耶 鹿島夕莉奈 福山　彩映 田川　結月 宮崎　来望 新本帆乃香

竹本　小夏 二俣　奈央 山音　瑠那 杉田　小夏 塩﨑　そら 平谷　春香 江渕　咲良 竹内　成菜 眞木原愛結 池田　優菜

小田　花梨 今井　夏希 望月　春那 松川　瑠華 山下　夏鈴 畠田　蒼唯 吉田こころ 押川　　夢 増山　諒香 牧野　晴渚

森川　莉子 松井理佐子 武藤　実咲 澤田　　桜 矢田　楓果 岩田　恵未 重信まどか 赤司　朋葉 形山　彩花 栗栖　歩美

4:19.65 4:22.95 4:29.06 4:31.68 4:32.41 4:33.28 4:34.23 4:54.21 4:55.33 4:58.65

ﾒﾄﾞﾚーﾘﾚー 安佐中 鳳中 翠町中 東朋中 矢野中 可部中 十日市中 坂中 井口中 ND清心中

400m 小田　花梨 松井理佐子 望月　春那 重信まどか 岩田　恵未 中田　麻耶 澤田　　桜 牧野　晴渚 赤司　朋葉 坪内　萌絵

竹本　小夏 今井　夏希 山音　瑠那 江渕　咲良 米澤　奈央 山下　夏鈴 松川　瑠華 斎藤真里菜 押川　　夢 瀬川優美子

森川　莉子 藤　　心結 佐古萌々香 福山　彩映 畠田　蒼唯 矢田　楓果 杉田　小夏 伊藤　光希 田川　結月 上田　実希

金川　真菜 二俣　奈央 武藤　実咲 吉田こころ 鹿島夕莉奈 塩﨑　そら 桑原　七海 新本帆乃香 竹内　成菜 佃　　知美

4:41.67 4:45.54 4:56.23 4:58.13 5:00.76 5:02.63 5:10.81 5:18.82 5:19.12 5:34.38

女子 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
第57回広島県中学校水泳競技選手権大会 競泳競技の部決勝順位表



第57回広島県中学校水泳競技選手権大会　競泳競技の部

男子総合

優勝 広島市 安佐中学校 80点

２位 広島市 広島城北中学校 46点

３位 福山市 近大福山中学校 41点

４位 広島市 井口中学校 38点

５位 呉市 広中央中学校 30点

６位 三次市 十日市中学校 30点

７位 広島市 祇園中学校 24点

８位 三原市 第二中学校 21点

５位・６位はリレーの得点による

女子総合

優勝 広島市 安佐中学校 73点

２位 福山市 鳳中学校 67点

３位 広島市 翠町中学校 52点

４位 広島市 可部中学校 33点

５位 福山市 東朋中学校 32点

６位 広島市 祇園中学校 29点

７位 三次市 十日市中学校 25点

８位 広島市 安田女子中学校 23点


