
女子成績一覧表 ～
会場

   
自由形 髙橋 ひなの 高1 山野井 七海 高2 大沢 真央 高3 熊木 杏菜 高3 堀口 果鈴 高2 瀬宮 歩 高1 武井 優 高2 根本 莉奈 高1
50m 高崎女子 館林商工 東京農大第二 共愛学園 太田東 前橋女子 共愛学園 関東学園大附

（関東標準） 27.43 27.95 28.00 28.16 28.67 28.96 29.35 29.38
28.89

自由形 髙橋 ひなの 高1 山野井 七海 高2 大沢 真央 高3 堀口 果鈴 高2 武井 優 高2 西田 彩夏 高2 渡邉 凛 高3 根本 莉奈 高1
100m 高崎女子 館林商工 東京農大第二 太田東 共愛学園 渋川女子 明和県央 関東学園大附

（関東標準） 1:00.06 1:00.11 1:01.44 1:03.73 1:03.83 1:04.21 1:04.76 1:05.20
1:01.79

自由形 松岡 汐里 高2 松川 美憂 高2 西田 彩夏 高2 田村 唯世 高3 吉田 磨音 高1
200m 共愛学園 共愛学園 渋川女子 関東学園大附 共愛学園

（関東標準） 2:12.21 2:18.12 2:18.99 2:21.80 2:57.73
2:14.49

自由形 青木 虹光 高2 荒谷 桃花 高3 小保方 乃愛 高2 手塚 亜唯子 高2 栁澤 愛里 高1 松川 美憂 高2 清水 咲良 高1 田村 唯世 高3
400m 明和県央 前橋育英 太田女子 高崎女子 高崎工業 共愛学園 前橋育英 関東学園大附

（関東標準） 4:27.67 4:35.91 4:40.79 4:48.75 4:49.32 4:49.52 4:56.78 5:06.54
4:49.19

自由形 青木 虹光 高2 荒谷 桃花 高3 小保方 乃愛 高2 手塚 亜唯子 高2 石田 莉子 高3
800m 明和県央 前橋育英 太田女子 高崎女子 関東学園大附

（関東標準） 8:57.32 9:20.26 9:43.10 9:48.36 10:26.47
10:09.29

背泳ぎ 堤 彩絆 高1 中島 このみ 高2 鎌田 乙寧 高1 福嶋 莉凰 高2 渕本 愛唯 高2 太田 舞 高3 久保田 千尋 高2 粕川 あかり 高1
100m 明和県央 共愛学園 高崎女子 関東学園大附 伊勢崎清明 明和県央 関東学園大附 前橋工業

（関東標準） 1:08.13 1:08.87 1:10.39 1:10.55 1:13.51 1:14.96 1:16.49 1:20.63
1:11.19

背泳ぎ 堤 彩絆 高1 鎌田 乙寧 高1 中島 このみ 高2 福嶋 莉凰 高2 太田 舞 高3 久保田 千尋 高2 佐々木 香澄 高3 砂原 涼那 高3
200m 明和県央 高崎女子 共愛学園 関東学園大附 明和県央 関東学園大附 館林女子 市立太田

（関東標準） 2:25.70 2:29.90 2:31.13 2:34.78 2:41.97 2:42.34 2:45.10 2:56.26
2:33.39

平泳ぎ 荻野 萌子 高2 小杉 日依 高2 小茂田 琉七 高1 松村 優里奈 高1 八木 佑月 高2 西本 恵 高3 夏目 珠愛 高2 宇野 深紀 高2
100m 前橋東 共愛学園 共愛学園 高崎女子 高崎経済大附 藤岡中央 東京農大第二 健大高崎

（関東標準） 1:14.15 1:16.50 1:17.37 1:17.84 1:19.04 1:19.27 1:21.90 1:22.54
1:19.79

平泳ぎ 小杉 日依 高2 荻野 萌子 高2 尾内 咲穂 高3 西本 恵 高3 八木 佑月 高2 小茂田 琉七 高1 宇野 深紀 高2 夏目 珠愛 高2
200m 共愛学園 前橋東 共愛学園 藤岡中央 高崎経済大附 共愛学園 健大高崎 東京農大第二

（関東標準） 2:41.73 2:46.48 2:47.85 2:48.10 2:53.67 2:54.82 2:56.18 2:59.43
2:54.89

バタフライ 熊木 杏菜 高3 野中 麻裕莉 高2 戸塚 麗子 高2 井出 梨愛 高2 広瀬 結菜 高2 橋本 さくら 高2 竹内 美徳 高1
100m 共愛学園 高崎女子 松井田 高崎女子 太田女子 前橋女子 市立前橋

（関東標準） 1:03.23 1:07.77 1:08.39 1:08.97 1:09.04 1:09.12 1:13.55
1:08.49

バタフライ 井出 梨愛 高2 橋本 さくら 高2 清水 咲良 高1 戸塚 麗子 高2 広瀬 結菜 高2 竹内 美徳 高1
200m 高崎女子 前橋女子 前橋育英 松井田 太田女子 市立前橋

（関東標準） 2:28.83 2:30.24 2:34.02 2:35.07 2:35.09 2:41.90
2:36.29

令和4年度 県高校総体兼関東予選（競泳） 2022/6/25 2022/6/26
関水電業敷島プール
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個人メドレー 松岡 汐里 高2 横塚 莉奈 高2 鎌田 真綾 高1 栁澤 愛里 高1 武 美優 高1 蜂須 優衣 高1 新井 智尋 高2 髙橋 未来 高2
200m 共愛学園 市立太田 高崎女子 高崎工業 市立太田 四ツ葉学園 共愛学園 沼田女子

（関東標準） 2:21.89 2:21.90 2:24.55 2:34.30 2:34.77 2:37.36 2:42.32 2:48.63
2:32.59

個人メドレー 横塚 莉奈 高2 鎌田 真綾 高1 尾内 咲穂 高3 蜂須 優衣 高1 武 美優 高1 佐々木 香澄 高3 木村 花蓮 高1
400m 市立太田 高崎女子 共愛学園 四ツ葉学園 市立太田 館林女子 前橋工業

（関東標準） 5:06.06 5:08.59 5:10.07 5:25.02 5:27.61 5:43.83 6:22.70
5:39.29

リレー 共愛学園 高崎女子 明和県央 関東学園大附 前橋工業
400m 松岡 汐里 高2 髙橋 ひなの 高1 青木 虹光 高2 根本 莉奈 高1 粕川 あかり 高1

（関東標準） 尾内 咲穂 高3 手塚 亜唯子 高2 渡邉 凛 高3 福嶋 莉凰 高2 𠮷原 麻衣 高1
4:24.19 中島 このみ 高2 鎌田 乙寧 高1 堤 彩絆 高1 田村 唯世 高3 宮下 虹海 高1

熊木 杏菜 高3 鎌田 真綾 高1 太田 舞 高3 石田 莉子 高3 木村 花蓮 高1
4:04.42 4:08.00 4:12.97 4:20.42 5:39.54

59.96 1泳 1:00.43 1泳 59.28 1泳 1:04.35 1泳 1:09.72 1泳

リレー 共愛学園 高崎女子 関東学園大附
800m 尾内 咲穂 高3 鎌田 真綾 高1 根本 莉奈 高1

（関東標準） 小杉 日依 高2 井出 梨愛 高2 福嶋 莉凰 高2
9:54.59 熊木 杏菜 高3 手塚 亜唯子 高2 田村 唯世 高3

松岡 汐里 高2 鎌田 乙寧 高1 石田 莉子 高3
8:53.67 9:15.84 9:32.52

2:16.97 1泳 2:15.75 1泳 2:21.66 1泳

メドレーリレー 共愛学園 高崎女子 明和県央 関東学園大附 前橋工業
400m 中島 このみ 高2 鎌田 乙寧 高1 堤 彩絆 高1 福嶋 莉凰 高2 粕川 あかり 高1

（関東標準） 小杉 日依 高2 松村 優里奈 高1 青木 虹光 高2 田村 唯世 高3 𠮷原 麻衣 高1
4:56.09 熊木 杏菜 高3 野中 麻裕莉 高2 渡邉 凛 高3 根本 莉奈 高1 木村 花蓮 高1

松岡 汐里 高2 髙橋 ひなの 高1 太田 舞 高3 石田 莉子 高3 宮下 虹海 高1
4:26.57 4:35.97 4:41.56 5:00.14 6:32.90

1:08.95 1泳 1:10.50 1泳 1:08.49 1泳 1:11.02 1泳 1:20.47 1泳

総合成績 得点

第 1 位 148 関東大会出場権獲得

第 2 位 119 ・個人種目（延べ人数）

第 3 位 65 ・リレー種目（延べチーム数）

第 4 位 59

第 5 位 24

第 6 位 22

第 7 位 20

第 8 位 19
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女子総合

関東 関東 関東

太田市立太田高等学校

前橋育英高等学校

群馬県立太田女子高等学校

群馬県立前橋工業高等学校

共愛学園高等学校

群馬県立高崎女子高等学校 54人

明和県央高等学校 10チーム

関東学園大学附属高等学校


