
第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 

2016/06/11 ～ 2016/06/122016/06/11 ～ 2016/06/122016/06/11 ～ 2016/06/122016/06/11 ～ 2016/06/12

会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

自由形 村田　迅永 中3 松村希良軌 中3 鈴木　健太 中3 中森　　成 中3 吉田　浩都 中3 鈴木　　陸 中2 小林海夏人 中3 小寺　芙雪 中2 佐々木光生 中2 袴田　　諒 中3

50m 鷲津中 掛川ＳＳ ＢＩＧ棒屋 東部SS 浜松湖東 浜名湖ＳＳ A-１SS ＢＩＧ棒屋 ｾｲｼﾝ千代田 浜名湖ＳＳ

決勝 24.88 25.44 25.62 25.70 25.99 26.02 26.16 26.66 26.68 26.85

自由形 中森　　成 中3 鈴木　　陸 中2 堀岡　光希 中3 吉田　浩都 中3 小林海夏人 中3 小松　凌也 中3 袴田　　諒 中3 吉田　好輝 中3 天羽　　明 中2 佐々木光生 中2

100m 東部SS 浜名湖ＳＳ グランツ 浜松湖東 A-１SS 浜松庄内 浜名湖ＳＳ エスポ袋井 ＪＳＳ磐田 ｾｲｼﾝ千代田

決勝 56.26 56.53 56.63 57.37 57.95 58.51 58.85 59.50 59.65 59.69

自由形 高野　裕也 中3 鈴木　雄策 中3 大坂　岳巳 中2 堂本　悠介 中3 佐々木雄大 中3 坂田　　光 中2 堀岡　光希 中3 樽角　　碧 中1 山本　峻輔 中3 石上　　遼 中1

200m 浜松曳馬 ｾｲｼﾝ千代田 浜名湖ＳＳ 静岡服織 A-１SS エスポ袋井 グランツ グリーン高台 新居中 裾野ＳＳ

決勝 1:55.77 1:59.64 2:02.08 2:03.86 2:04.27 2:08.41 2:09.87 2:09.97 2:10.10 2:10.10

(大会新) (同9位)

自由形 高野　裕也 中3 湊　　太陽 中3 松村希良軌 中3 鈴木　颯真 中3 河田　真岬 中3 大坂　岳巳 中2 津田　悠太 中3 加藤　颯馬 中3 長井　翔汰 中3 北村　仁志 中2

400m 浜松曳馬 グリーン高台 掛川ＳＳ 浜松日体中 グリーン高台 浜名湖ＳＳ 東富士ＳＣ グリーン高台 磐田カルチャ 海山ＳＣ

タイム決勝 4:06.42 4:06.47 4:08.37 4:15.35 4:20.10 4:20.53 4:22.40 4:22.59 4:26.18 4:27.76

(大会新) (大会新) (大会新)

自由形 湊　　太陽 中3 河田　真岬 中3 加藤　颯馬 中3 原田　将登 中3 大井　優弥 中3 津田　悠太 中3 長井　翔汰 中3 大村紘一郎 中1 齋藤　大気 中3 北村　仁志 中2

1500m グリーン高台 グリーン高台 グリーン高台 県立浜松西 A-１SS 東富士ＳＣ 磐田カルチャ 深谷ＳＣ浜松 城南静岡中 海山ＳＣ

タイム決勝 16:08.00 Fin. 17:01.60 Fin. 17:13.32 Fin. 17:14.25 Fin. 17:14.29 Fin. 17:25.16 Fin. 17:27.95 Fin. 17:30.75 Fin. 17:31.31 Fin. 17:34.23 Fin.

(大会新)

 8:34.13 800  9:02.38 800  9:10.71 800  9:10.99 800  9:10.64 800  9:19.41 800  9:22.50 800  9:17.10 800  9:17.68 800  9:18.76 800

背泳ぎ 佐々木雄大 中3 稲葉　由悟 中3 野寄　恭右 中3 松本　英門 中3 小澤　郁也 中3 佐藤　勇人 中3 廣橋　諒人 中1 山本　拓海 中2 永井　　新 中2 関　　陽太 中3

100m A-１SS とこはＳＳ ＢＩＧ棒屋 掛川ＳＳ 浜名湖ＳＳ エースワン 浜名湖ＳＳ Ｔ‐１２３ ＪＳＳ磐田 Ｔ‐１２３

決勝 1:02.59 1:03.67 1:03.72 1:05.78 1:06.10 1:07.24 1:07.27 1:07.59 1:08.74 1:09.61

背泳ぎ 稲葉　由悟 中3 鈴木　颯真 中3 野寄　恭右 中3 小澤　郁也 中3 松本　英門 中3 須藤　充隆 中2 佐藤　勇人 中3 廣橋　諒人 中1 林　　知輝 中2 小川　北翔 中3

200m とこはＳＳ 浜松日体中 ＢＩＧ棒屋 浜名湖ＳＳ 掛川ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 エースワン 浜名湖ＳＳ 裾野ＳＳ 浜松曳馬

決勝 2:16.90 2:17.40 2:20.32 2:20.61 2:23.30 2:23.85 2:24.27 2:24.64 2:27.05 2:32.25

平泳ぎ 柴本　悠汰 中3 釜田　起来 中3 上杉　龍永 中3 麻生　周佑 中3 工藤　和輝 中2 鈴木　健太 中3 山口　凌輝 中3 井上　　颯 中1 金田　豪兵 中2 野島　　渚 中3

100m エースワン レオリブレ A-１SS Ｔ‐１２３ 静岡東 ＢＩＧ棒屋 とこはＳＳ 浜松日体中 アケアクラブ ﾙﾈｻﾝｽ沼津

決勝 1:08.77 1:08.94 1:09.96 1:10.27 1:11.08 1:11.13 1:12.02 1:13.18 1:13.61 1:14.40

平泳ぎ 柴本　悠汰 中3 釜田　起来 中3 工藤　和輝 中2 上杉　龍永 中3 麻生　周佑 中3 石原　　薫 中3 中村　周福 中2 青野　　賢 中3 野島　　渚 中3 大竹野良輔 中2

200m エースワン レオリブレ 静岡東 A-１SS Ｔ‐１２３ 東部SS 浜松曳馬 掛川ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 Ｔ‐１２３

決勝 2:27.94 2:29.98 2:30.23 2:32.39 2:35.21 2:35.79 2:35.98 2:38.03 2:38.11 2:38.34
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第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 

2016/06/11 ～ 2016/06/122016/06/11 ～ 2016/06/122016/06/11 ～ 2016/06/122016/06/11 ～ 2016/06/12

会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

バタフライ 松葉　柊哉 中3 鈴木　虎樹 中3 小寺　芙雪 中2 原崎　伊織 中2 村田　迅永 中3 門間　昂汰 中1 眞田　朋幸 中3 今ヶ瀬　柊 中3 山田　　隼 中2 杉山　雄基 中3

100m 浜松ＳＣ 城南静岡中 ＢＩＧ棒屋 Ｔ‐１２３ 鷲津中 グリーン佐鳴 とこはＳＳ 浜北ＳＰ 周南 とこはＳＳ

決勝 56.56 59.20 59.41 59.97 1:00.90 1:01.78 1:02.37 1:02.86 1:03.64 1:03.98

バタフライ 松葉　柊哉 中3 今ヶ瀬　柊 中3 門間　昂汰 中1 鈴木　虎樹 中3 市野　　蓮 中3 原崎　伊織 中2 菊地　大朗 中3 眞田　朋幸 中3 杉山　雄基 中3 山田　　隼 中2

200m 浜松ＳＣ 浜北ＳＰ グリーン佐鳴 城南静岡中 裾野ＳＳ Ｔ‐１２３ 浜名湖ＳＳ とこはＳＳ とこはＳＳ 周南

決勝 2:04.34 2:13.66 2:14.01 2:14.29 2:14.66 2:18.03 2:19.19 2:21.96 2:22.83 2:23.17

(大会新)

個人メドレー 小久保拓真 中3 鈴木　恒陽 中3 杉原　響紀 中2 堂本　悠介 中3 小杉　海熙 中3 河合健心朗 中3 深田　凱斗 中3 森嶋　良太 中3 鈴木　涼太 中2 赤池　琉聖 中2

200m グリーン高台 東部SS Ｔ‐１２３ 静岡服織 県立浜松西 深谷ＳＣ浜松 Ｔ‐１２３ グリーン佐鳴 深谷ＳＣ浜松 RSCｴﾑﾃｯｸ

決勝 2:11.48 2:16.87 2:17.72 2:18.40 2:20.78 2:20.94 2:24.29 2:24.57 2:25.79 2:27.66

(大会新)

個人メドレー 小久保拓真 中3 鈴木　恒陽 中3 杉原　響紀 中2 小杉　海熙 中3 河合健心朗 中3 後藤　瑠音 中2 森嶋　良太 中3 深田　凱斗 中3 青木　　智 中2 高栖　　慧 中3

400m グリーン高台 東部SS Ｔ‐１２３ 県立浜松西 深谷ＳＣ浜松 とこはＳＳ グリーン佐鳴 Ｔ‐１２３ 附属島田 宇佐美ＳＣ

タイム決勝 4:35.43 4:46.30 4:53.51 5:03.14 5:03.20 5:06.45 5:08.05 5:08.49 5:12.02 5:12.06

(大会新)

リレー グリーン高台 中 東部SS 中 浜名湖ＳＳ 中 A-１SS 中 掛川ＳＳ 中 浜松曳馬 中 県立浜松西 中 袋井中 中 グランツ 中 浜松日体中 中

200m 湊　　太陽 中3 中森　　成 中3 大坂　岳巳 中2 佐々木雄大 中3 松村希良軌 中3 高野　裕也 中3 小杉　海熙 中3 鈴木　佳斗 中3 堀岡　光希 中3 鈴木　颯真 中3

タイム決勝 河田　真岬 中3 鈴木　恒陽 中3 鈴木　　陸 中2 渡邊　和樹 中3 松本　英門 中3 青木　琢磨 中2 原田　将登 中3 松永　悠作 中3 長谷川涼大 中3 加藤　勇哉 中2

加藤　颯馬 中3 堰澤　咲弥 中1 小澤　郁也 中3 上杉　龍永 中3 石川　大智 中1 小楠　彩起 中3 鈴木　雅晴 中1 吉田　幹太 中3 石澤　孝紀 中1 井上　　颯 中1

小久保拓真 中3 藤浦凜太郎 中2 袴田　　諒 中3 小林海夏人 中3 青野　　賢 中3 二橋　佑樹 中3 伊藤　嶺志 中2 福嶋　　良 中3 増井　達哉 中2 内山　太地 中1

1:44.74 Fin. 1:45.91 Fin. 1:45.96 Fin. 1:46.34 Fin. 1:48.37 Fin. 1:49.05 Fin. 1:49.41 Fin. 1:52.11 Fin. 1:53.19 Fin. 1:53.27 Fin.

   26.36 1st.    25.81 1st.    26.00 1st.    26.19 1st.    25.03 1st.    25.79 1st.    26.76 1st.    28.37 1st.    26.16 1st.    27.19 1st.

リレー グリーン高台 中 浜名湖ＳＳ 中 東部SS 中 掛川ＳＳ 中 城南静岡中 中 Ｔ‐１２３ 中 浜松曳馬 中 浜松日体中 中 新居中 中 ＪＳＳ磐田 中

400m 湊　　太陽 中3 大坂　岳巳 中2 中森　　成 中3 松村希良軌 中3 倉知　大和 中3 山本　拓海 中2 高野　裕也 中3 鈴木　颯真 中3 石塚　大智 中3 天羽　　明 中2

タイム決勝 河田　真岬 中3 鈴木　　陸 中2 鈴木　恒陽 中3 谷川　歩夢 中2 齋藤　大気 中3 原崎　伊織 中2 二橋　佑樹 中3 内山　太地 中1 山本　峻輔 中3 永井　　新 中2

加藤　颯馬 中3 小澤　郁也 中3 堰澤　咲弥 中1 松本　英門 中3 渡邉　天太 中2 杉原　響紀 中2 小楠　彩起 中3 井上　　颯 中1 中野翔太郎 中3 大塚　駿也 中3

小久保拓真 中3 袴田　　諒 中3 藤浦凜太郎 中2 青野　　賢 中3 鈴木　虎樹 中3 深田　凱斗 中3 青木　琢磨 中2 加藤　勇哉 中2 尾崎　士雄 中3 天羽　　瞬 中1

3:49.21 Fin. 3:53.80 Fin. 3:54.64 Fin. 3:56.73 Fin. 3:57.92 Fin. 3:58.65 Fin. 4:00.39 Fin. 4:06.16 Fin. 4:07.96 Fin. 4:08.27 Fin.

   56.28 1st.    55.83 1st.    56.49 1st.    54.41 1st.    59.90 1st.    59.32 1st.    54.95 1st.    59.23 1st.  1:02.02 1st.    59.97 1st.
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第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 第68回浜名湾中学生選手権水泳競技大会                   男子成績一覧表 

2016/06/11 ～ 2016/06/122016/06/11 ～ 2016/06/122016/06/11 ～ 2016/06/122016/06/11 ～ 2016/06/12

会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  会場  浜松市総合水泳場  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

メドレーリレー とこはＳＳ 中 A-１SS 中 Ｔ‐１２３ 中 掛川ＳＳ 中 浜名湖ＳＳ 中 浜松曳馬 中 城南静岡中 中 浜松日体中 中 県立浜松西 中 東部SS 中

400m 稲葉　由悟 中3 佐々木雄大 中3 関　　陽太 中3 松本　英門 中3 小澤　郁也 中3 小川　北翔 中3 齋藤　大気 中3 鈴木　颯真 中3 小杉　海熙 中3 鈴木　太陽 中2

タイム決勝 山口　凌輝 中3 上杉　龍永 中3 麻生　周佑 中3 青野　　賢 中3 齋藤　福介 中3 中村　周福 中2 小澤　　樹 中3 井上　　颯 中1 河合　　翼 中3 石原　　薫 中3

眞田　朋幸 中3 岩辺　晃羽 中3 原崎　伊織 中2 松村希良軌 中3 大坂　岳巳 中2 二橋　佑樹 中3 鈴木　虎樹 中3 内山　太地 中1 鈴木　雅晴 中1 鈴木　恒陽 中3

杉山　雄基 中3 小林海夏人 中3 山本　拓海 中2 石川　大智 中1 鈴木　　陸 中2 高野　裕也 中3 倉知　大和 中3 加藤　勇哉 中2 原田　将登 中3 堰澤　咲弥 中1

4:16.36 Fin. 4:19.36 Fin. 4:19.52 Fin. 4:20.20 Fin. 4:23.94 Fin. 4:31.28 Fin. 4:32.78 Fin. 4:33.90 Fin. 4:35.58 Fin. 4:37.55 Fin.

 1:04.04 1st.  1:03.98 1st.  1:10.09 1st.  1:06.59 1st.  1:06.36 1st.  1:10.91 1st.  1:14.94 1st.  1:05.51 1st.  1:07.60 1st.  1:16.00 1st.
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