
第７０回浜名湾高校生選手権水泳競技大会 男子成績一覧表 Page 1

2019/05/25～2019/05/26

会場  浜松市総合水泳場ToBiO 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
加藤　晃成  高1 高野　裕也  高3 湊　　太陽  高3 伴　亮太朗  高2 森　　一爽  高3 近藤　　秀  高2 菊地　善喜  高1 中森　　成  高3

中京大中京高    浜松市立        浜名            東邦高          名古屋高        名古屋高        豊川高          飛龍高校        

3:57.96 3:59.47 4:02.51 4:02.72 4:03.13 4:06.03 4:06.75 4:07.17

森　　一爽  高3 湊　　太陽  高3 小林　優太  高2 佐藤　脩斗  高2 菊地　大朗  高3 山口　響輝  高2 天野　開斗  高1 浅野敬太郎  高3

名古屋高        浜名            中京大中京高    飛龍高校        磐田農業        飛龍高校        名古屋高        中京大中京高    

15:52.20  Fin. 15:56.24  Fin. 16:07.09  Fin. 16:19.17  Fin. 16:19.21  Fin. 16:24.08  Fin. 16:27.48  Fin. 16:32.24  Fin.

8:28.31  800 8:28.47  800 8:31.51  800 8:40.34  800 8:35.97  800 8:42.63  800 8:39.72  800 8:46.69  800

村田　迅永  高3 白崎　礼人  高1 鈴木　　陸  高2 奥澤　　望  高2 春藤　大輝  高3 長澤　　樹  高2 市川　翔太  高3 石川　大智  高1

飛龍高校        中京大中京高    磐田農業        愛工大名電高    愛産大三河高    豊川高          愛産大三河高    浜松日体高      

23.82 24.25 24.37 24.44 24.47 24.47 24.55 24.73

（同5位）

石川　大智  高1 長澤　　樹  高2 原田　将登  高3 木下　大和  高3 村田　迅永  高3 野村　響生  高2 鈴木　健太  高3 長谷川　盾  高3

浜松日体高      豊川高          浜松西          名古屋高        飛龍高校        愛工大名電高    浜名            名古屋高        

52.96 53.14 53.14 53.38 53.42 53.45 53.60 53.90

（同2位）

加藤　晃成  高1 高野　裕也  高3 木下　大和  高3 松村希良軌  高3 長谷川　盾  高3 谷口　　奨  高3 近藤　　秀  高2 金澤　　遼  高3

中京大中京高    浜松市立        名古屋高        浜名            名古屋高        尾鷲高          名古屋高        中京大中京高    

1:52.10 1:53.29 1:53.91 1:55.27 1:55.70 1:56.53 1:57.19 1:57.26

山下　結生  高2 廣橋　諒人  高1 上坂　侑輝  高2 高橋　篤広  高3 大山　公大  高2 武田　守運  高2 山本　海翔  高2 永井　洋斗  高3

豊川高          浜松市立        飛龍高校        名古屋高        尾鷲高          中京大中京高    桑名高校        中京大中京高    

58.18 58.90 58.99 59.25 59.28 59.63 59.74 59.86

山下　結生  高2 上坂　侑輝  高2 永井　洋斗  高3 廣橋　諒人  高1 高橋　篤広  高3 稲葉　龍騎  高2 大山　公大  高2 山本　海翔  高2

豊川高          飛龍高校        中京大中京高    浜松市立        名古屋高        中京大中京高    尾鷲高          桑名高校        

2:03.41 2:05.07 2:07.06 2:07.75 2:08.89 2:09.72 2:10.78 2:11.48

直江　篤樹  高3 森　　耀平  高2 小森　裕太  高3 釜田　起来  高3 永井　　豪  高3 成瀬　叶来  高1 後藤　　光  高2 柳瀬　航志  高2

尾鷲高          豊川高          中京大中京高    静岡市立        中京大中京高    愛産大三河高    中京大中京高    名古屋高        

1:03.98 1:04.07 1:04.43 1:04.45 1:04.92 1:05.24 1:05.27 1:05.28

直江　篤樹  高3 小森　裕太  高3 森　　耀平  高2 尾矢　海太  高2 山口　心温  高2 永井　　豪  高3 成瀬　叶来  高1 釜田　起来  高3

尾鷲高          中京大中京高    豊川高          中京大中京高    飛龍高校        中京大中京高    愛産大三河高    静岡市立        

2:16.34 2:16.93 2:18.11 2:19.27 2:19.60 2:20.22 2:23.86 2:25.92
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2019/05/25～2019/05/26

会場  浜松市総合水泳場ToBiO 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
内藤　大翔  高2 江角　真叶  高3 成田　翔一  高3 倉知　大和  高3 川畑　皐馬  高3 山田　悠太  高2 高見　諒真  高1 所　　祥生  高2

愛み大瑞穂高    豊川高          豊川高          城南静岡        名古屋高        中京大中京高    中京大中京高    大垣商業        

54.93 55.24 55.25 55.79 56.44 56.48 56.52 56.63

江角　真叶  高3 津田　悠太  高3 川畑　皐馬  高3 松葉　柊哉  高3 川崎　太聖  高3 佐藤　大翔  高3 百瀬　結輝  高2 峰尾　　迅  高3

豊川高          飛龍高校        名古屋高        浜名            名古屋高        長良高校        飛龍高校        帝京大可児高    

2:02.02 2:02.04 2:03.59 2:04.08 2:04.11 2:04.88 2:04.95 2:06.69

神　　偉雄  高2 加藤　陽向  高3 植屋　日志  高1 後藤　　光  高2 山内　怜哉  高2 仲平　千尋  高2 杉浦　涼一  高1 中村　駿介  高2

豊川高          中京大中京高    浜松西          中京大中京高    愛み大瑞穂高    中京大中京高    愛産大三河高    飛龍高校        

4:26.96 4:27.67 4:31.00 4:33.33 4:33.42 4:34.69 4:35.00 4:39.08

神　　偉雄  高2 植屋　日志  高1 山内　怜哉  高2 工藤　和輝  高2 加藤　陽向  高3 峰尾　　迅  高3 中野　　黎  高3 仲平　千尋  高2

豊川高          浜松西          愛み大瑞穂高    城南静岡        中京大中京高    帝京大可児高    中京大中京高    中京大中京高    

2:05.20 2:08.27 2:08.39 2:08.67 2:08.90 2:09.63 2:10.13 2:11.32

豊川高  高 東邦高  高 中京大中京高  高 名古屋高  高 飛龍高校  高 城南静岡  高 磐田農業  高 尾鷲高  高

成田　翔一  高3 浅野　凪都  高2 白崎　礼人  高1 永井　翔太  高3 村田　迅永  高3 平岡　亮樹  高3 袴田　琉勢  高1 三鬼　啓太  高2

長澤　　樹  高2 愛甲　竜雲  高2 高見　諒真  高1 木下　大和  高3 上坂　侑輝  高2 倉知　大和  高3 鈴木　　陸  高2 大山　仁大  高2

江角　真叶  高3 阿部　壮流  高1 加藤　晃成  高1 村佐孝太郎  高1 佐々木雄大  高3 杉原　響紀  高2 青木　琢磨  高2 北村　　匠  高3

森　　耀平  高2 近藤　　旬  高3 金子　拳斗  高1 平沼　倉多  高1 林　　祥吾  高1 鈴木　虎樹  高3 長井　翔汰  高3 谷口　　奨  高3

1:36.68  Fin. 1:37.10  Fin. 1:37.32  Fin. 1:38.00  Fin. 1:38.29  Fin. 1:38.29  Fin. 1:38.78  Fin. 1:38.98  Fin.

（同5位）

23.90  1st. 24.65  1st. 24.27  1st. 24.27  1st. 23.89  1st. 25.14  1st. 24.77  1st. 25.36  1st.

名古屋高  高 豊川高  高 中京大中京高  高 飛龍高校  高 浜名  高 尾鷲高  高 東邦高  高 帝京大可児高  高

森　　一爽  高3 神　　偉雄  高2 浅野敬太郎  高3 中森　　成  高3 松村希良軌  高3 谷口　　奨  高3 伴　亮太朗  高2 前川拳史朗  高2

木下　大和  高3 江角　真叶  高3 金澤　　遼  高3 佐藤　脩斗  高2 松葉　柊哉  高3 北村　仁志  高2 愛甲　竜雲  高2 中田　温大  高1

長谷川　盾  高3 菊地　善喜  高1 加藤　陽向  高3 津田　悠太  高3 鈴木　健太  高3 大山　仁大  高2 泉　　康介  高2 峰尾　　迅  高3

近藤　　秀  高2 大野虎治郎  高1 加藤　晃成  高1 上坂　侑輝  高2 湊　　太陽  高3 関口　凌聖  高3 浅野　凪都  高2 松田　響輝  高3

7:40.23  Fin. 7:41.65  Fin. 7:44.13  Fin. 7:46.59  Fin. 7:53.59  Fin. 7:54.22  Fin. 7:54.82  Fin. 7:57.54  Fin.

1:54.70  1st. 1:55.44  1st. 1:56.91  1st. 1:56.57  1st. 1:57.45  1st. 1:57.07  1st. 1:56.32  1st. 1:58.41  1st.
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バタフライ
 200m
決勝

個人メドレー
 400m

タイム決勝

個人メドレー
 200m
決勝

フリーリレー
 200m

タイム決勝

フリーリレー
 800m

タイム決勝

バタフライ
 100m
決勝



第７０回浜名湾高校生選手権水泳競技大会 男子成績一覧表 Page 3

2019/05/25～2019/05/26

会場  浜松市総合水泳場ToBiO 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
豊川高  高 飛龍高校  高 尾鷲高  高 名古屋高  高 東邦高  高 城南静岡  高 愛産大三河高  高 愛工大名電高  高

山下　結生  高2 上坂　侑輝  高2 大山　公大  高2 高橋　篤広  高3 泉　　康介  高2 稲葉　由悟  高3 杉浦　涼一  高1 志賀　勇心  高3

森　　耀平  高2 石田　竜一  高2 直江　篤樹  高3 柳瀬　航志  高2 稲垣　来樹  高2 柴本　悠汰  高3 成瀬　叶来  高1 菱田　翔太  高2

成田　翔一  高3 村田　迅永  高3 山本　春輝  高3 中村　天飛  高3 愛甲　竜雲  高2 倉知　大和  高3 竹下　和輝  高3 野村　響生  高2

江角　真叶  高3 中森　　成  高3 大山　仁大  高2 森　　一爽  高3 浅野　凪都  高2 鈴木　虎樹  高3 春藤　大輝  高3 奥澤　　望  高2

3:49.49  Fin. 3:52.62  Fin. 3:54.54  Fin. 3:55.19  Fin. 3:56.32  Fin. 3:57.99  Fin. 3:58.64  Fin. 3:59.75  Fin.

58.76  1st. 58.56  1st. 58.95  1st. 59.60  1st. 1:00.23  1st. 1:02.06  1st. 1:02.60  1st. 1:02.50  1st.

2019/05/27 07:56:42 SEIKO Swimming Results System
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2019/05/25～2019/05/26

会場  浜松市総合水泳場ToBiO 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
猪股萌々花  高2 杉山　樺音  高2 清水　結菜  高1 福室　星奈  高3 藤村きらり  高2 岡﨑　美和  高1 鈴木　結理  高2 佐野　萌華  高3

磐田農業        豊川高          大垣商業        飛龍高校        愛み大瑞穂高    城南静岡        愛工大名電高    日大三島        

4:22.22 4:28.24 4:28.33 4:28.37 4:31.01 4:31.03 4:31.67 4:33.00

猪股萌々花  高2 福室　星奈  高3 八木　紀香  高1 清水　結菜  高1 野中　咲歩  高2 宮脇　礼依  高2 大﨑　紗空  高3 丸山　莉奈  高1

磐田農業        飛龍高校        城南静岡        大垣商業        磐田農業        愛み大瑞穂高    愛み大瑞穂高    豊川高          

9:01.27 9:10.89 9:11.45 9:11.62 9:22.34 9:22.95 9:26.63 9:31.97

土井　香凜  高3 松永　爽羽  高2 榎本　華子  高3 戸田　菜月  高2 藤本　果子  高1 大池　瑞姫  高2 伊與田寧々  高2 水谷　　楓  高3

豊川高          城南静岡        椙山女学園高    愛み大瑞穂高    中京大中京高    城南静岡        椙山女学園高    愛み大瑞穂高    

25.62 26.19 26.36 26.45 26.79 26.79 26.94 27.21

大会新 （同5位）

土井　香凜  高3 松永　爽羽  高2 榎本　華子  高3 伊藤　香乃  高3 藤本　果子  高1 廣下　菜月  高2 大池　瑞姫  高2 渡邊　真衣  高3

豊川高          城南静岡        椙山女学園高    桑名高校        中京大中京高    尾鷲高          城南静岡        星陵高          

57.05 57.62 58.18 58.42 58.44 58.84 58.90 58.99

=大会

神野　ゆめ  高2 伊藤亜香利  高1 渡邊華奈江  高1 渡邊　真衣  高3 岡﨑　美和  高1 岩井　芽依  高3 鈴木　結理  高2 袴田　有美  高3

中京大中京高    磐田農業        豊川高          星陵高          城南静岡        大垣商業        愛工大名電高    浜名            

2:03.24 2:05.67 2:05.98 2:06.42 2:06.81 2:07.40 2:07.98 2:08.54

大鐘　結衣  高3 加藤　杏樹  高3 三浦　璃心  高3 山内　麻以  高2 酒井　涼花  高2 永谷　梨奈  高3 野宮　梨央  高2 伊與田寧々  高2

中京大中京高    静岡商業        豊川高          豊川高          愛み大瑞穂高    名古屋国際学    県立岐阜商業    椙山女学園高    

1:03.74 1:04.12 1:04.39 1:05.23 1:05.40 1:06.04 1:06.17 1:06.26

大鐘　結衣  高3 加藤　杏樹  高3 桐山　佳穂  高2 山内　麻以  高2 三浦　璃心  高3 酒井　涼花  高2 永谷　梨奈  高3 田家帆乃香  高1

中京大中京高    静岡商業        浜名            豊川高          豊川高          愛み大瑞穂高    名古屋国際学    東邦高          

2:16.66 2:18.41 2:19.08 2:19.22 2:20.20 2:21.69 2:23.40 2:26.44

池田りんか  高2 鬼頭　怜花  高2 與河　礼奈  高1 岸原さくら  高2 太田ゆめの  高1 小栁　麻衣  高2 竹山　睦月  高3 赤尾　奈菜  高2

豊川高          愛み大瑞穂高    愛工大名電高    愛産大三河高    中京大中京高    椙山女学園高    椙山女学園高    中京大中京高    

1:10.51 1:11.13 1:11.22 1:12.31 1:13.03 1:13.15 1:13.24 1:13.38

與河　礼奈  高1 池田りんか  高2 鬼頭　怜花  高2 水野結由那  高2 赤尾　奈菜  高2 岸原さくら  高2 竹山　睦月  高3 大島　彩奈  高3

愛工大名電高    豊川高          愛み大瑞穂高    浜名            中京大中京高    愛産大三河高    椙山女学園高    椙山女学園高    

2:29.23 2:31.79 2:32.03 2:33.07 2:33.80 2:33.82 2:34.09 2:35.18

倉知玲央奈  高2 神野　ゆめ  高2 関根　澪央  高3 廣下　菜月  高2 畑田真奈穂  高2 山本実ノ里  高3 與五澤美希  高2 新井はる佳  高3

愛み大瑞穂高    中京大中京高    豊川高          尾鷲高          豊川高          浜名            愛み大瑞穂高    磐田農業        

1:00.55 1:01.22 1:01.64 1:01.93 1:02.17 1:02.29 1:02.77 1:03.96
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2019/05/25～2019/05/26

会場  浜松市総合水泳場ToBiO 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
山本実ノ里  高3 倉知玲央奈  高2 関根　澪央  高3 畑田真奈穂  高2 新井はる佳  高3 亀井　千寛  高1 與五澤美希  高2 深谷　　綾  高2

浜名            愛み大瑞穂高    豊川高          豊川高          磐田農業        豊川高          愛み大瑞穂高    椙山女学園高    

2:14.39 2:14.47 2:14.61 2:16.65 2:18.28 2:18.52 2:19.04 2:19.45

木村　碧海  高1 東　みずき  高3 岩村　夏佳  高2 中村菜々穂  高2 鴨下　奈苗  高2 小島　千咲  高2 杉山　樺音  高2 松原　未侑  高3

豊川高          豊川高          中京大中京高    飛龍高校        愛産大三河高    愛み大瑞穂高    豊川高          城南静岡        

4:50.24 4:55.21 4:57.36 5:02.43 5:03.00 5:03.16 5:03.40 5:07.80

木村　碧海  高1 中村菜々穂  高2 伊藤亜香利  高1 東　みずき  高3 岩村　夏佳  高2 小島　千咲  高2 山岡　ケイ  高3 桐山　佳穂  高2

豊川高          飛龍高校        磐田農業        豊川高          中京大中京高    愛み大瑞穂高    帝京大可児高    浜名            

2:17.94 2:19.23 2:19.33 2:20.73 2:21.07 2:22.67 2:23.90 2:25.76

豊川高  高 椙山女学園高  高 中京大中京高  高 愛み大瑞穂高  高 城南静岡  高 磐田農業  高 桑名高校  高 大垣商業  高

土井　香凜  高3 榎本　華子  高3 神野　ゆめ  高2 戸田　菜月  高2 松原　未侑  高3 猪股萌々花  高2 伊藤　香乃  高3 山田　妃音  高3

関根　澪央  高3 伊與田寧々  高2 藤本　果子  高1 水谷　　楓  高3 渡邊　陽愛  高1 伊藤亜香利  高1 伊藤　百花  高3 岩井　芽依  高3

三浦　璃心  高3 玉置　真子  高3 岩村　夏佳  高2 中尾　　唯  高2 大池　瑞姫  高2 小林　由奈  高2 小井　香乃  高2 清水　結菜  高1

渡邊華奈江  高1 石川　琴巳  高3 大鐘　結衣  高3 倉知玲央奈  高2 松永　爽羽  高2 新井はる佳  高3 世古　万琴  高2 佐古田百萌茄  高2

1:46.77  Fin. 1:47.10  Fin. 1:47.18  Fin. 1:47.74  Fin. 1:48.34  Fin. 1:49.49  Fin. 1:51.79  Fin. 1:52.00  Fin.

大会新

25.93  1st. 26.41  1st. 26.93  1st. 26.75  1st. 28.16  1st. 27.28  1st. 27.36  1st. 27.78  1st.

大会新  1st.

豊川高  高 中京大中京高  高 城南静岡  高 椙山女学園高  高 愛み大瑞穂高  高 磐田農業  高 大垣商業  高 浜名  高

土井　香凜  高3 神野　ゆめ  高2 岡﨑　美和  高1 榎本　華子  高3 倉知玲央奈  高2 猪股萌々花  高2 岩井　芽依  高3 袴田　有美  高3

関根　澪央  高3 藤本　果子  高1 大池　瑞姫  高2 伊與田寧々  高2 戸田　菜月  高2 伊藤亜香利  高1 清水　結菜  高1 川本　麻衣  高3

三浦　璃心  高3 岩村　夏佳  高2 松原　未侑  高3 玉置　真子  高3 中尾　　唯  高2 新井はる佳  高3 山田　妃音  高3 桐山　佳穂  高2

渡邊華奈江  高1 大鐘　結衣  高3 松永　爽羽  高2 深谷　　綾  高2 水谷　　楓  高3 小林　由奈  高2 佐古田百萌茄  高2 山本実ノ里  高3

3:52.74  Fin. 3:53.00  Fin. 3:56.30  Fin. 3:56.59  Fin. 3:56.60  Fin. 3:59.96  Fin. 4:01.36  Fin. 4:02.30  Fin.

大会新 大会新

57.10  1st. 58.30  1st. 59.41  1st. 58.48  1st. 59.19  1st. 59.34  1st. 59.67  1st. 59.04  1st.

豊川高  高 中京大中京高  高 愛み大瑞穂高  高 浜名  高 磐田農業  高 愛工大名電高  高 城南静岡  高 愛産大三河高  高

三浦　璃心  高3 大鐘　結衣  高3 倉知玲央奈  高2 桐山　佳穂  高2 伊藤亜香利  高1 青山　友南  高2 松原　未侑  高3 内藤　未桜  高3

池田りんか  高2 赤尾　奈菜  高2 鬼頭　怜花  高2 水野結由那  高2 落合　真愛  高3 與河　礼奈  高1 渡邊　陽愛  高1 岸原さくら  高2

関根　澪央  高3 神野　ゆめ  高2 戸田　菜月  高2 山本実ノ里  高3 新井はる佳  高3 加藤　桃楓  高1 増田　朱里  高1 今村　　晶  高2

土井　香凜  高3 藤本　果子  高1 水谷　　楓  高3 袴田　有美  高3 猪股萌々花  高2 鈴木　結理  高2 松永　爽羽  高2 鴨下　奈苗  高2

4:14.48  Fin. 4:16.48  Fin. 4:18.39  Fin. 4:22.80  Fin. 4:22.88  Fin. 4:26.09  Fin. 4:29.83  Fin. 4:30.46  Fin.

1:04.83  1st. 1:03.74  1st. 1:05.56  1st. 1:06.55  1st. 1:04.60  1st. 1:08.59  1st. 1:08.39  1st. 1:10.33  1st.
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2019/05/25～2019/05/26

会場  浜松市総合水泳場ToBiO 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
豊川高          中京大中京高    名古屋高        飛龍高校        尾鷲高          浜名            東邦高          浜松市立        

125.0 122.0 95.0 80.0 45.0 33.0 31.0 26.0

豊川高          中京大中京高    愛み大瑞穂高    城南静岡        磐田農業        椙山女学園高    浜名            飛龍高校        

167.0 98.0 90.0 58.0 58.0 48.0 36.0 24.0

豊川高          中京大中京高    愛み大瑞穂高    飛龍高校        名古屋高        城南静岡        磐田農業        浜名            

292.0 220.0 108.0 104.0 95.0 82.0 72.0 69.0
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