
第３９回　須坂市民水泳大会　記録報告書第３９回　須坂市民水泳大会　記録報告書第３９回　須坂市民水泳大会　記録報告書第３９回　須坂市民水泳大会　記録報告書 《新記録総数：15個》《新記録総数：15個》《新記録総数：15個》《新記録総数：15個》

期日： 平成２７年８月３０日（日） 主催： 須坂市体育協会 後援： 須坂新聞社、㈱ながでんスイミングスクール

会場： ながでんスイミングスクール須坂校 共催： 須坂市教育委員会 主管： 須坂市水泳協会

自由形 髙相　万智 小4 中村　理穏 小3 忠地　巧磨 小4 竹前　星汰 小6 竹前　光哉 小6 長岡　大悟 小6 自由形 

25m 井上小 小山小 日野小 仁礼小 仁礼小 須坂小 25m 

20.5620.5620.5620.56 20.9620.9620.9620.96 21.3821.3821.3821.38 18.2018.2018.2018.20 19.2519.2519.2519.25 21.4221.4221.4221.42

自由形 山口　勇人 小3 松本　陵汰 小4 田幸　　輝 小2 丸山　知洋 小5 田幸　　瞭 小5 渡辺　龍樹 小5 横山　泰良 中2 中村　　匠 中1 渡辺　悠登 中1 自由形 

50m 小山小 日野小 小山小 高甫小 小山小 小山小 墨坂中 豊野中 常盤中 50m 

37.1937.1937.1937.19 38.2538.2538.2538.25 43.2743.2743.2743.27 32.4732.4732.4732.47 33.4733.4733.4733.47 33.9133.9133.9133.91 27.3927.3927.3927.39 27.8127.8127.8127.81 30.4130.4130.4130.41

自由形 横山　泰良 中2 湯本　陵太 中2 小坂　倭士 中1 自由形 

100m 墨坂中 常盤中 墨坂中 100m

1:00.491:00.491:00.491:00.49 1:08.191:08.191:08.191:08.19 1:22.411:22.411:22.411:22.41

背泳ぎ 髙相　万智 小4 中村　理穏 小3 藤沢　碧海 小3 市川　心暖 小5 竹前　星汰 小6 竹前　光哉 小6 背泳ぎ 

25m 井上小 小山小 森上小 豊丘小 仁礼小 仁礼小 25m 

23.7723.7723.7723.77 24.5924.5924.5924.59 24.6224.6224.6224.62 22.5722.5722.5722.57 23.5323.5323.5323.53 24.5524.5524.5524.55

背泳ぎ 山口　勇人 小3 松本　陵汰 小4 丸山　知洋 小5 湯本　翔太 小5 渡辺　龍樹 小5 横山　泰良 中2 渡辺　悠登 中1 村田　圭悠 中2 背泳ぎ 

50m 小山小 日野小 高甫小 日滝小 小山小 墨坂中 常盤中 東中 50m 

43.6843.6843.6843.68 44.5944.5944.5944.59 37.2537.2537.2537.25 39.3239.3239.3239.32 39.3739.3739.3739.37 33.0833.0833.0833.08 33.3733.3733.3733.37 35.5235.5235.5235.52

背泳ぎ 渡辺　悠登 中1 湯本　陵太 中2 村田　圭悠 中2 背泳ぎ 

100m 常盤中 常盤中 東中 100m 

1:12.981:12.981:12.981:12.98 1:14.551:14.551:14.551:14.55 1:19.121:19.121:19.121:19.12

平泳ぎ 忠地　巧磨 小4 中村　理穏 小3 市川　心舶 小4 藤田健士朗 小6 市川　心暖 小5 竹前　星汰 小6 平泳ぎ 

25m 日野小 小山小 豊丘小 小山小 豊丘小 仁礼小 25m 

25.5525.5525.5525.55 26.9426.9426.9426.94 27.7927.7927.7927.79 23.7823.7823.7823.78 24.1224.1224.1224.12 24.3924.3924.3924.39

平泳ぎ 松本　陵汰 小4 田幸　　輝 小2 中村　央河 小3 渡辺　龍樹 小5 田幸　　瞭 小5 山口　栄斗 小6 竹前　亘琉 中2 中村　　匠 中1 荒井　大寿 中1 平泳ぎ 

50m 日野小 小山小 豊野西小 小山小 小山小 小山小 東中 豊野中 常盤中 50m 

48.6548.6548.6548.65 55.5155.5155.5155.51 1:01.961:01.961:01.961:01.96 41.6541.6541.6541.65 41.7441.7441.7441.74 50.3550.3550.3550.35 32.5632.5632.5632.56 35.7935.7935.7935.79 43.3543.3543.3543.35

(大会新) (大会新) (大会新)

平泳ぎ 竹前　亘琉 中2 小林　凜翔 中1 平泳ぎ 

100m 東中 墨坂中 100m 

1:09.431:09.431:09.431:09.43 2:00.542:00.542:00.542:00.54

(大会新)

バタフライ 中村　央河 小3 忠地　巧磨 小4 藤沢　碧海 小3 市川　心暖 小5 長岡　大悟 小6 バタフライ 

25m 豊野西小 日野小 森上小 豊丘小 須坂小 25m 

25.2625.2625.2625.26 25.8925.8925.8925.89 28.5028.5028.5028.50 21.4121.4121.4121.41 24.9724.9724.9724.97

バタフライ 山口　勇人 小3 田幸　　輝 小2 丸山　知洋 小5 湯本　翔太 小5 藤田光大郎 中3 唐沢　侑斗 中1 バタフライ 

50m 小山小 小山小 高甫小 日滝小 常盤中 墨坂中 50m 

42.9142.9142.9142.91 48.4548.4548.4548.45 35.1535.1535.1535.15 39.1139.1139.1139.11 32.8032.8032.8032.80 42.4542.4542.4542.45

バタフライ 湯本龍之介 中1 バタフライ 

100m 墨坂中 100m 

1:30.481:30.481:30.481:30.48

小学１～４年

1位

   

【男子】【男子】【男子】【男子】

   

3位

小学５～６年 中学

1位 2位 3位2位1位 2位 3位

1



３０歳以上

1位 1位 2位 1位 2位 3位 1位 2位

自由形 中村　聡晃 長岡　孝典 清水　一明 関本　博美 小林　康政 小出　耕司 自由形 

25m 臥龍1丁目 常盤町 高梨町 小河原町 上八町 塩川町 25m 

14.6914.6914.6914.69 16.2816.2816.2816.28 15.7715.7715.7715.77 15.8815.8815.8815.88 16.1016.1016.1016.10 20.8120.8120.8120.81

自由形 佐藤　伸吾 高2 酒井　優斗 高1 渋川　駿伍 高2 渡邉　　傑 佐藤　達夫 小山彦太郎 自由形 

50m 須坂東高 須坂東高 須坂高 米持町 小河原町 坂田町 50m 

26.1726.1726.1726.17 27.5527.5527.5527.55 27.6727.6727.6727.67 34.5934.5934.5934.59 32.9032.9032.9032.90 34.5834.5834.5834.58

自由形 佐藤　伸吾 高2 渋川　駿伍 高2 野﨑　雄斗 高1 自由形 

100m 須坂東高 須坂高 長野高 100m

57.4757.4757.4757.47 1:00.691:00.691:00.691:00.69 1:03.321:03.321:03.321:03.32

背泳ぎ 清水　一明 小出　耕司 背泳ぎ 

25m 高梨町 塩川町 25m 

19.5719.5719.5719.57 29.1529.1529.1529.15

背泳ぎ 渋川　駿伍 高2 清水　一明 大日方一昭 背泳ぎ 

50m 須坂高 高梨町 墨坂南3丁目 50m 

32.0532.0532.0532.05 43.5543.5543.5543.55 54.7654.7654.7654.76

(大会新) (大会新)

背泳ぎ 背泳ぎ 

100m 100m 

平泳ぎ 佐藤　達夫 中村　聡晃 関本　博美 小林　康政 大日方一昭 平泳ぎ 

25m 小河原町 臥龍1丁目 小河原町 上八町 墨坂南3丁目 25m 

21.5521.5521.5521.55 21.8521.8521.8521.85 20.6520.6520.6520.65 20.9420.9420.9420.94 24.8524.8524.8524.85

(大会新)

平泳ぎ 平泳ぎ 

50m 50m 

平泳ぎ 平泳ぎ 

100m 100m 

バタフライ 渡邉　　傑 小山彦太郎 小出　耕司 バタフライ 

25m 米持町 坂田町 塩川町 25m 

17.0117.0117.0117.01 16.2716.2716.2716.27 25.6225.6225.6225.62

バタフライ 酒井　優斗 高1 バタフライ 

50m 須坂東高 50m 

28.5428.5428.5428.54

バタフライ バタフライ 

100m 100m 

   

２０歳未満

1位 2位 3位

４０歳以上

【男子】【男子】【男子】【男子】

５０歳以上 ６０歳以上

   

2



第３９回　須坂市民水泳大会　記録報告書第３９回　須坂市民水泳大会　記録報告書第３９回　須坂市民水泳大会　記録報告書第３９回　須坂市民水泳大会　記録報告書

期日： 平成２７年８月３０日（日） 主催： 須坂市体育協会 後援： 須坂新聞社、㈱ながでんスイミングスクール

会場： ながでんスイミングスクール須坂校 共催： 須坂市教育委員会 主管： 須坂市水泳協会

自由形 櫻井　菜央 小4 平野　咲希 小4 大内　晴香 小3 市川　風花 小6 山﨑　友紀 小6 自由形 

25m 旭ヶ丘小 井上小 森上小 旭ヶ丘小 日野小 25m 

19.2219.2219.2219.22 21.1221.1221.1221.12 24.5124.5124.5124.51 17.3917.3917.3917.39 19.2919.2919.2919.29

(大会新)

自由形 中澤友姫野 小4 櫻井　菜央 小4 髙橋　　葵 小6 丸山明日香 小5 松村　佳奈 小6 市川　瑞月 中3 吉澤久瑠美 中2 永峯　優花 中2 自由形 

50m 日大長野小 旭ヶ丘小 仁礼小 高甫小 綿内小 相森中 若穂中 墨坂中 50m 

40.0540.0540.0540.05 42.5542.5542.5542.55 34.1034.1034.1034.10 35.6135.6135.6135.61 36.3536.3536.3536.35 33.6733.6733.6733.67 36.4736.4736.4736.47 37.4737.4737.4737.47

(大会新)

自由形 吉澤久瑠美 中2 自由形 

100m 若穂中 100m

1:22.461:22.461:22.461:22.46

背泳ぎ 平野　咲希 小4 大内　晴香 小3 市川　風花 小6 背泳ぎ 

25m 井上小 森上小 旭ヶ丘小 25m 

23.6823.6823.6823.68 26.4526.4526.4526.45 20.1120.1120.1120.11

(大会新)

背泳ぎ 中澤友姫野 小4 髙橋　　葵 小6 松村　佳奈 小6 長岡　可紗 中2 永峯　優花 中2 背泳ぎ 

50m 日大長野小 仁礼小 綿内小 常盤中 墨坂中 50m 

49.2149.2149.2149.21 39.5739.5739.5739.57 42.5742.5742.5742.57 37.6537.6537.6537.65 43.5043.5043.5043.50

背泳ぎ 背泳ぎ 

100m 100m 

平泳ぎ 櫻井　菜央 小4 大内　晴香 小3 平泳ぎ 

25m 旭ヶ丘小 森上小 25m 

24.9824.9824.9824.98 31.5831.5831.5831.58

(大会新)

平泳ぎ 中澤友姫野 小4 松村　佳奈 小6 丸山明日香 小5 坂口　蒼唯 小6 市川　瑞月 中3 平泳ぎ 

50m 日大長野小 綿内小 高甫小 豊野西小 相森中 50m 

51.5751.5751.5751.57 47.7147.7147.7147.71 48.2148.2148.2148.21 50.2250.2250.2250.22 42.1042.1042.1042.10

平泳ぎ 平泳ぎ 

100m 100m 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 坂口　蒼唯 小6 山﨑　友紀 小6 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

25m 豊野西小 日野小 25m 

22.1522.1522.1522.15 22.7222.7222.7222.72

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 髙橋　　葵 小6 丸山明日香 小5 田中　瑞希 小5 吉澤久瑠美 中2 小野　瑞季 中1 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

50m 仁礼小 高甫小 旭ヶ丘小 若穂中 墨坂中 50m 

39.3839.3839.3839.38 42.4642.4642.4642.46 49.3349.3349.3349.33 40.6640.6640.6640.66 49.5349.5349.5349.53

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 長岡　可紗 中2 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

100m 常盤中 100m 

1:13.661:13.661:13.661:13.66

1位 2位 3位 1位 2位 1位

小学５～６年

3位

【女子】【女子】【女子】【女子】

小学１～４年 中学

   

2位 3位

1



４０歳以上 ５０歳以上

1位 1位

自由形 藤沢　裕子 自由形 

25m 長電SS 25m 

16.2216.2216.2216.22

(大会新)

自由形 佐藤　優香 小林　紗英 高1 酒井　純菜 高3 自由形 

50m 村山町 文化学園長野高 須坂東高 50m 

27.4927.4927.4927.49 30.2130.2130.2130.21 31.5431.5431.5431.54

(大会新)

自由形 自由形 

100m 100m

背泳ぎ 背泳ぎ 

25m 25m 

背泳ぎ 背泳ぎ 

50m 50m 

背泳ぎ 背泳ぎ 

100m 100m 

平泳ぎ 滝澤　陽子 平泳ぎ 

25m 塩野町 25m 

22.9322.9322.9322.93

(大会新)

平泳ぎ 吉越　夏菜 高1 平泳ぎ 

50m 屋代高 50m 

35.8935.8935.8935.89

(大会新)

平泳ぎ 平泳ぎ 

100m 100m 

バタフライ バタフライ 

25m 25m 

バタフライ 小林　紗英 高1 酒井　純菜 高3 バタフライ 

50m 文化学園長野高 須坂東高 50m 

32.3332.3332.3332.33 32.6132.6132.6132.61

バタフライ 梅松　優衣 高1 バタフライ 

100m 須坂東高 100m 

1:13.611:13.611:13.611:13.61

   

1位 2位 3位

２０歳未満

【女子】【女子】【女子】【女子】

   

2


