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2021/08/28～2021/08/28

会場  横浜国際プール　メインプール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
大堀　　陸  高3 村井　洸太  高3 濱田　京吾  高2 篠山　聡汰  高1 佐藤　優介  高3 佐藤　零翼  高2 割鞘　泰耀  高2 小濱　　秀  高2

武相 日大高 日大高 柏陽 武相 新栄 市ケ尾 神奈川総合

24.08 24.93 25.10 25.76 25.79 25.86 25.91 25.97

大堀　　陸  高3 濱田　京吾  高2 近藤　　翼  高3 吉田　光汰  高2 鈴木　春覇  高2 内田　優樹  高2 星川健太郎  高2 大山　　楓  高1

武相 日大高 戸塚 瀬谷 日大高 山手学院 瀬谷 旭

52.41 54.03 55.82 56.48 56.89 56.89 57.51 57.82

大会新 （同5位）

熊谷光一郎  高2 佐古　大亮  高2 伊藤　　翼  高2 吉田　光汰  高2 河合　隼人  高1 平井　悠一  高2 工藤　幹大  高2 山口　朝陽  高2

日大高 日大高 横浜 瀬谷 港北 武相 鶴見 サイエンス

4:10.56 4:15.60 4:19.78 4:21.31 4:24.80 4:33.09 4:39.23 4:39.42

高橋　朗生  高1 貝塚　航基  高3 井上　天心  高2 武藤　滉大  高2 大谷　央人  高2 瀧田　優磨  高3 小菅　蒼央  高1 石黒　翔大  高3

日大高 日大高 山手学院 金沢 市ケ尾 武相 横浜創学館 横浜創学館

28.18 28.51 28.83 29.16 29.85 30.27 30.33 30.45

村井　洸太  高3 井上　天心  高2 武藤　滉大  高2 野村　真宏  高3 朝木　雅斗  高2 沼田　俊輔  高2 倉知　　梗  高1 阿部賢太郎  高1

日大高 山手学院 金沢 武相 日大高 山手学院 みなと総合 横浜

59.62 1:02.02 1:02.19 1:02.86 1:05.21 1:06.00 1:06.60 1:08.53

本山龍之介  高2 本橋　晴夢  高1 国米良太朗  高2 古宮　稜晟  高1 田中　創大  高2 勝田　泰山  高2 石黒　　佑  高1 杉浦　弘毅  高2

関東学院 慶応 日大高 山手学院 日大高 新栄 浅野 翠嵐

30.56 31.24 31.69 31.81 32.16 32.27 32.62 33.08

本山龍之介  高2 国米良太朗  高2 田中　創大  高2 本橋　晴夢  高1 森　　拓海  高3 飴本凜太郎  高2 古宮　稜晟  高1 森　　　海  高2

関東学院 日大高 日大高 慶応 武相 横浜創学館 山手学院 港北

1:05.73 1:06.77 1:07.98 1:08.18 1:08.62 1:10.09 1:11.57 1:12.79

池　　琉晴  高2 野村　真宏  高3 近藤　　翼  高3 瀧田　優磨  高3 泉水　　怜  高1 中谷　　浬  高2 野澤　　巧  高2 木内　一希  高3

日大高 武相 戸塚 武相 日大高 横浜 松陽 白山

25.27 26.39 26.44 26.48 26.64 26.78 27.25 27.47

森　　拓海  高3 泉水　　怜  高1 廣木　和真  高1 森下　日向  高2 松原　大樹  高3 織茂　昇平  高3 河野　遥琉  高1 木内　一希  高3

武相 日大高 日大高 旭 横浜創学館 新栄 光陵 白山

56.27 56.86 57.94 58.90 59.56 1:01.21 1:02.40 1:02.77

池　　琉晴  高2 関口　瑠天  高2 吉良　奏祐  高2 辻　琉之介  高1 安藤　愛斗  高2 飯嶋　永遠  高2 成本　雄紀  高2 輪島　和煌  高1

日大高 日大高 横浜 武相 サイエンス 鶴見 鶴見 神奈川工業

2:12.82 2:13.89 2:16.56 2:19.15 2:21.07 2:23.60 2:23.83 2:27.57
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2021/08/28～2021/08/28

会場  横浜国際プール　メインプール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
武相  高 日大高  高 横浜  高 旭  高 鶴見  高 山手学院  高 瀬谷  高 新栄  高

大堀　　陸  高3 池　　琉晴  高2 伊藤　　翼  高2 国米　潤弥  高1 福安　康介  高1 井上　天心  高2 星川健太郎  高2 下江　陽翔  高1

野村　真宏  高3 村井　洸太  高3 中谷　　浬  高2 戸倉　晴城  高2 工藤　幹大  高2 内田　優樹  高2 飯島　颯偲  高2 勝田　泰山  高2

瀧田　優磨  高3 濱田　京吾  高2 吉良　奏祐  高2 森下　日向  高2 飯嶋　永遠  高2 関　　大河  高1 宮澤　亮太  高2 織茂　昇平  高3

森　　拓海  高3 鈴木　春覇  高2 渡部　光冴  高2 大山　　楓  高1 成本　雄紀  高2 阿部　達也  高2 吉田　光汰  高2 佐藤　零翼  高2

1:35.43  Fin. 1:38.93  Fin. 1:41.46  Fin. 1:43.97  Fin. 1:45.53  Fin. 1:45.70  Fin. 1:46.29  Fin. 1:46.43  Fin.

大会新

24.08  1st. 24.41  1st. 24.94  1st. 27.88  1st. 26.16  1st. 25.83  1st. 26.14  1st. 27.67  1st.

武相  高 日大高  高 山手学院  高 横浜創学館  高 旭  高 新栄  高 金沢  高 慶応  高

森　　拓海  高3 貝塚　航基  高3 井上　天心  高2 石黒　翔大  高3 戸倉　晴城  高2 佐藤　零翼  高2 武藤　滉大  高2 由利慎太郎  高1

大堀　　陸  高3 村井　洸太  高3 古宮　稜晟  高1 飴本凜太郎  高2 国米　潤弥  高1 勝田　泰山  高2 越村　元喜  高1 本橋　晴夢  高1

瀧田　優磨  高3 池　　琉晴  高2 沼田　俊輔  高2 松原　大樹  高3 森下　日向  高2 織茂　昇平  高3 望月　　快  高2 金澤　　令  高3

野村　真宏  高3 濱田　京吾  高2 内田　優樹  高2 早川　　慧  高2 島村　大人  高2 下江　陽翔  高1 上田　斉汰  高2 山田　亜嵐  高1

1:46.92  Fin. 1:47.80  Fin. 1:54.51  Fin. 1:56.03  Fin. 1:57.22  Fin. 1:57.92  Fin. 1:58.00  Fin. 1:59.05  Fin.

大会新

26.51  1st. 28.17  1st. 28.66  1st. 30.13  1st. 28.88  1st. 31.54  1st. 29.18  1st. 33.76  1st.

大会新  1st.
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2021/08/28～2021/08/28

会場  横浜国際プール　メインプール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
堀田瑛梨香  高3 内野　初紀  高2 鳥谷部真愛  高1 宮﨑　心菜  高1 宮下　佳純  高3 杉谷　結香  高2 永池　　叶  高1 諏訪間あづさ  高1

瀬谷 ｸﾗｰｸｺｸｻｲ 金沢 日大高 白鵬女子 松陽 白鵬女子 舞岡

27.71 27.99 28.05 28.05 28.21 28.54 28.97 29.15

（同3位）

吉川　千遥  高1 長﨑　千怜  高1 堀田瑛梨香  高3 宮﨑　心菜  高1 内野　初紀  高2 宮下　佳純  高3 鳥谷部真愛  高1 諏訪間あづさ  高1

金沢 日大高 瀬谷 日大高 ｸﾗｰｸｺｸｻｲ 白鵬女子 金沢 舞岡

1:00.08 1:00.15 1:00.32 1:01.99 1:02.04 1:02.43 1:02.89 1:04.22

森下　夏蓮  高2 表　　侑寿  高1 長瀬　莉奈  高2 石橋日菜子  高1 毛利　花音  高2 池田　　伶  高1 内匠　　凜  高3 小林　紗耶  高2

日大高 戸塚 白鵬女子 捜真 捜真 横浜隼人 旭 横浜

4:40.22 4:40.29 4:48.44 4:51.67 4:53.78 4:55.38 4:58.60 5:10.82

吉川　千遥  高1 菅沼　　雅  高2 森下　夏蓮  高2 田中　咲帆  高1 山本　衣良  高1 増尾　南海  高1 坪井　文佳  高2 早川　　迪  高2

金沢 横浜隼人 日大高 日大高 白鵬女子 捜真 捜真 神奈川学園

32.40 32.42 33.35 33.51 34.13 34.48 35.18 35.23

川島こころ  高1 池田　　伶  高1 田中　咲帆  高1 菅沼　　雅  高2 坪井　文佳  高2 村瀬　奏音  高2 早川　　迪  高2 岸井　菜花  高1

日大高 横浜隼人 日大高 横浜隼人 捜真 旭 神奈川学園 旭

1:09.48 1:10.50 1:10.76 1:11.97 1:16.92 1:18.62 1:19.52 1:20.82

矢本　奈菜  高1 佐々木暁音  高1 穂積　　楓  高2 山口　さな  高1 永翁　悠夏  高2 山崎久留実  高2 田中　伶奈  高2 玉城　実鈴  高2

日大高 白鵬女子 捜真 戸塚 横浜創学館 横浜創学館 山手学院 日大高

32.97 35.78 35.84 36.42 36.72 37.52 37.92 38.22

大会新

矢本　奈菜  高1 穂積　　楓  高2 稲田　紗彩  高2 山口　さな  高1 加藤　穂乃  高2 中野　希保  高3 田中　伶奈  高2 小川　杏実  高1

日大高 捜真 日大高 戸塚 戸塚 港北 山手学院 山手学院

1:10.33 1:16.28 1:16.30 1:20.83 1:21.13 1:24.13 1:25.25 1:25.70

大会新

長﨑　千怜  高1 西山　彩海  高1 小宮山&#64079;生  高3 樋口　　凛  高2 斉藤　美和  高1 塙　　萌衣  高3 沼野井寧々  高1 福武　美咲  高1

日大高 柏陽 金沢総合 日大高 捜真 捜真 旭 横浜創学館

29.80 30.03 30.62 30.79 31.76 32.27 32.34 32.52

西山　彩海  高1 樋口　　凛  高2 斉藤　美和  高1 椿　　和奏  高1 沼野井寧々  高1 小畑　桜子  高3

柏陽 日大高 捜真 日大高 旭 港北

1:06.15 1:06.60 1:10.18 1:12.26 1:14.45 1:22.12

稲田　紗彩  高2 建部　明里  高1 川島こころ  高1 長瀬　莉奈  高2 米村　涼花  高1 佐々木暁音  高1 國澤　郁奈  高3 田中　柚華  高1

日大高 柏陽 日大高 白鵬女子 みなと総合 白鵬女子 神奈川工業 戸塚

2:25.51 2:29.37 2:32.03 2:35.21 2:38.41 2:39.28 2:40.30 2:48.34

2021/08/28 17:38:23 SEIKO Swimming Results System

バタフライ 
 100m 

タイム決勝

個人メドレー 
 200m 

タイム決勝

背泳ぎ 
  50m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

平泳ぎ 
  50m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

バタフライ 
  50m 

タイム決勝

自由形 
  50m 

タイム決勝

自由形 
 100m 

タイム決勝

自由形 
 400m 

タイム決勝



2021年度 第46回 横浜地区高等学校水泳競技大会 女子成績一覧表 Page 4

2021/08/28～2021/08/28

会場  横浜国際プール　メインプール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
日大高  高 捜真  高 金沢  高 戸塚  高 横浜創学館  高 山手学院  高 旭  高 神奈川学園  高

長﨑　千怜  高1 塙　　萌衣  高3 谷山　里菜  高1 加藤　穂乃  高2 福武　美咲  高1 阿部　馨之  高2 内匠　　凜  高3 三浦　友莉  高2

宮﨑　心菜  高1 毛利　花音  高2 鳥谷部真愛  高1 山口　さな  高1 土井　友菜  高2 紀野世怜菜  高2 村瀬　奏音  高2 杉山　由佳  高2

矢本　奈菜  高1 斉藤　美和  高1 吉川　千遥  高1 田中　柚華  高1 永翁　悠夏  高2 小川　杏実  高1 沼野井寧々  高1 井川　結香  高2

佐々木梨里  高2 増尾　南海  高1 山下　美海  高1 表　　侑寿  高1 山崎久留実  高2 田中　伶奈  高2 原田　莉圭  高1 早川　　迪  高2

1:51.54  Fin. 1:58.31  Fin. 1:58.59  Fin. 2:00.28  Fin. 2:00.90  Fin. 2:02.67  Fin. 2:04.92  Fin. 2:06.05  Fin.

28.02  1st. 30.26  1st. 29.53  1st. 30.57  1st. 30.80  1st. 30.75  1st. 29.98  1st. 29.60  1st.

日大高  高 捜真  高 戸塚  高 山手学院  高 旭  高 神奈川学園  高 港北  高 鶴見  高

川島こころ  高1 坪井　文佳  高2 表　　侑寿  高1 鈴木　羽衣  高2 村瀬　奏音  高2 越智　天音  高2 望野　　華  高3 石井　杏実  高1

矢本　奈菜  高1 穂積　　楓  高2 加藤　穂乃  高2 田中　伶奈  高2 下田　真綾  高2 杉山　由佳  高2 中野　希保  高3 太田ひらり  高2

長﨑　千怜  高1 斉藤　美和  高1 田中　柚華  高1 小川　杏実  高1 内匠　　凜  高3 三浦　友莉  高2 小畑　桜子  高3 磯ヶ谷由衣  高2

宮﨑　心菜  高1 増尾　南海  高1 山口　さな  高1 阿部　馨之  高2 沼野井寧々  高1 早川　　迪  高2 福岡　咲愛  高2 三村　彩華  高1

2:02.24  Fin. 2:09.81  Fin. 2:13.52  Fin. 2:21.00  Fin. 2:24.70  Fin. 2:25.29  Fin. 2:28.19  Fin. 2:35.39  Fin.

32.55  1st. 35.64  1st. 34.33  1st. 38.41  1st. 35.37  1st. 38.89  1st. 40.74  1st. 34.77  1st.
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2021/08/28～2021/08/28

会場  横浜国際プール　メインプール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
日大高 武相 山手学院 横浜 旭 横浜創学館 新栄 瀬谷

157.0 92.0 45.0 28.0 24.0 20.0 17.0 16.0

日大高 捜真 戸塚 金沢 白鵬女子 旭 横浜隼人 柏陽

145.0 72.0 44.0 36.0 34.0 24.0 22.0 22.0

入賞者の数
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