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2019/06/01～2019/06/02

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
内村　駿斗  中3 柴田　大輝  中3 今枝　海斗  中1 原　　和成  中3 山﨑　奏楽  中3 望月　海都  中3 鮎澤　桂矢  中3 鈴木　凰生  中2

東部ＳＳ        県立浜松西      島田チャンプ    浅羽中          浜松富塚        レオリブレ      浜松湖東        磐田カルチャ    

24.91 25.43 25.56 26.02 26.33 26.55 26.67 26.97

増田　莉蔵  中2 内村　駿斗  中3 柴田　大輝  中3 原　　和成  中3 今枝　海斗  中1 榊原　琉舜  中3 山﨑　奏楽  中3 影山　稜真  中2

浜名湖ＳＳ      東部ＳＳ        県立浜松西      浅羽中          島田チャンプ    コパン可児      浜松富塚        ﾙﾈｻﾝｽ沼津       

55.01 55.46 55.65 56.06 56.19 57.48 58.10 58.61

押尾　駿太  中3 鈴木　秀誠  中3 濱田　啓作  中2 増田　莉蔵  中2 榊原　琉舜  中3 岡田　裕司  中3 望月　海都  中3 前島　碧衣  中3

ｾｲｼﾝ葵の森      レオリブレ      島田チャンプ    浜名湖ＳＳ      コパン可児      ハマスポ        レオリブレ      ＭＧ浜松        

1:57.51 1:58.37 2:01.20 2:01.27 2:05.32 2:05.90 2:06.25 2:07.01

押尾　駿太  中3 鈴木　秀誠  中3 濱田　啓作  中2 稲垣　毅流  中3 大塩　　陸  中3 森　　達也  中3 松浦　璃空  中3 髙　　颯太  中3

ｾｲｼﾝ葵の森      レオリブレ      島田チャンプ    ＭＧ浜松        グランツ        静岡服織        ＭＧ浜松        とこはＳＳ      

4:07.78 4:14.27 4:14.67 4:14.73 4:17.96 4:18.41 4:21.45 4:21.93

森　　達也  中3 石田　　基  中2 大塩　　陸  中3 髙　　颯太  中3 早川祐偉人  中2 松浦　璃空  中3 加藤　　煌  中3 木村　和斗  中2

静岡服織        東富士ＳＣ      グランツ        とこはＳＳ      津田四日市      ＭＧ浜松        RSC富士         RSC富士         

16:41.79  Fin. 16:51.08  Fin. 16:58.08  Fin. 17:29.14  Fin. 17:32.36  Fin. 17:32.39  Fin. 17:32.80  Fin. 17:34.29  Fin.

8:49.83  800 8:54.75  800 8:55.85  800 9:24.87  800 9:21.87  800 9:17.23  800 9:22.06  800 9:19.16  800

三木　航平  中3 辻　羽汰朗  中3 増田　修士  中3 奥　　大輝  中1 久保田将貴  中2 杉浦　由侑  中3 中田　健斗  中2 鈴木　蒼空  中3

深谷ＳＣ浜松    伊豆SS          浜名湖ＳＳ      東部ＳＳ        ﾙﾈｻﾝｽ沼津       コパン可児      グランツ        Ｔ‐１２３      

1:00.67 1:01.47 1:01.74 1:04.34 1:04.86 1:05.10 1:07.15 1:07.31

三木　航平  中3 辻　羽汰朗  中3 増田　修士  中3 杉浦　由侑  中3 奥　　大輝  中1 妹尾　祐聖  中2 松田　隼人  中2 鈴木　蒼空  中3

深谷ＳＣ浜松    伊豆SS          浜名湖ＳＳ      コパン可児      東部ＳＳ        東富士ＳＣ      レオリブレ      Ｔ‐１２３      

2:08.11 2:15.16 2:16.07 2:20.85 2:21.55 2:24.18 2:25.15 2:26.27

大会新

進士　歩夢  中3 青島優津樹  中3 宮崎　海里  中2 麻生　昂志  中3 五十嵐　陽  中3 小森　朝陽  中3 関澤　薫平  中2 山﨑　凪朔  中3

浜松与進        Ｔ‐１２３      浜名湖ＳＳ      Ｔ‐１２３      Ｔ‐１２３      ＪＳＳ磐田      ﾙﾈｻﾝｽ沼津       焼津チャンプ    

1:06.56 1:07.01 1:09.79 1:10.01 1:10.86 1:11.28 1:11.37 1:11.43

岡田　裕司  中3 杉原　羽留  中3 稲垣　毅流  中3 若槻　風汰  中3 髙野　航史  中3 立川　隆大  中3 鮎澤　桂矢  中3 和久田修矢  中3

ハマスポ        Ｔ‐１２３      ＭＧ浜松        深谷ＳＣ浜松    東部ＳＳ        とこはＳＳ      浜松湖東        ハマスポ        

58.69 58.72 58.75 1:00.90 1:02.81 1:02.91 1:02.97 1:03.86
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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
稲垣　毅流  中3 岡田　裕司  中3 杉原　羽留  中3 若槻　風汰  中3 和久田修矢  中3 中村　莉空  中3 望月　皓太  中3 芦澤　拓実  中2

ＭＧ浜松        ハマスポ        Ｔ‐１２３      深谷ＳＣ浜松    ハマスポ        ＪＳＳ磐田      レオリブレ      RSC富士         

2:09.51 2:10.79 2:10.81 2:20.01 2:21.08 2:22.06 2:23.40 2:25.79

杉山　大晟  中3 柴田　大輝  中3 原田宗太郎  中2 中村　壮志  中3 関澤　薫平  中2 川本　陸杜  中3 山本　捷人  中2 森　　優太  中3

ｾｲｼﾝ千代田      県立浜松西      コパン可児      グリーン佐鳴    ﾙﾈｻﾝｽ沼津       グリーン高台    グリーン高台    裾野ＳＳ        

2:09.98 2:16.36 2:16.97 2:19.86 2:21.12 2:21.20 2:22.68 2:22.78

杉山　大晟  中3 原田宗太郎  中2 中村　壮志  中3 森　　優太  中3 川本　陸杜  中3 山本　捷人  中2 星野　和希  中2 山口　晏空  中3

ｾｲｼﾝ千代田      コパン可児      グリーン佐鳴    裾野ＳＳ        グリーン高台    グリーン高台    焼津チャンプ    グリーン佐鳴    

4:41.46 4:48.96 4:56.49 5:04.81 5:05.86 5:06.90 5:07.14 5:07.73

浜名湖ＳＳ  中 ＭＧ浜松  中 Ｔ‐１２３  中 コパン可児  中 深谷ＳＣ浜松  中 県立浜松西  中 ＪＳＳ磐田  中 浜松富塚  中

増田　莉蔵  中2 稲垣　毅流  中3 杉原　羽留  中3 榊原　琉舜  中3 若槻　風汰  中3 蛯原　東丸  中3 中村　莉空  中3 山﨑　奏楽  中3

宮崎　海里  中2 前島　碧衣  中3 青島優津樹  中3 原田宗太郎  中2 三木　航平  中3 柴田　大輝  中3 小森　朝陽  中3 安達　勇翔  中2

鈴木　麻央  中2 鈴木　雄也  中3 鈴木　蒼空  中3 伊藤　歩空  中1 天野　　聖  中2 村山嘉唯吏  中3 浜田　俐玖  中2 平山　貴統  中2

増田　修士  中3 松浦　璃空  中3 五十嵐　陽  中3 山本　惺斗  中2 若槻　寛汰  中2 森岡　隼斗  中2 澁谷　拓人  中1 柴野　　陽  中2

1:45.02  Fin. 1:48.27  Fin. 1:49.85  Fin. 1:50.88  Fin. 1:51.66  Fin. 1:52.51  Fin. 1:53.20  Fin. 1:53.36  Fin.

25.42  1st. 26.67  1st. 27.16  1st. 26.16  1st. 27.33  1st. 27.55  1st. 29.39  1st. 26.52  1st.

浜名湖ＳＳ  中 ＭＧ浜松  中 東部ＳＳ  中 コパン可児  中 深谷ＳＣ浜松  中 袋井中  中 浜松与進  中 富士ST  中

増田　修士  中3 稲垣　毅流  中3 内村　駿斗  中3 榊原　琉舜  中3 三木　航平  中3 内山　悠瑠  中3 川久保　樹  中3 有永　悠太  中3

宮崎　海里  中2 松浦　璃空  中3 奥　　大輝  中1 原田宗太郎  中2 若槻　風汰  中3 鈴木　佑盛  中3 西丸　　瞬  中2 羽二生　絆  中2

山本　凌輔  中3 前島　碧衣  中3 勝亦　紘也  中3 堀越　一秀  中1 若槻　寛汰  中2 古田　真翔  中3 杉浦　寿哉  中3 阿部　忠和  中3

増田　莉蔵  中2 鈴木　雄也  中3 佐藤　史悠  中3 杉浦　由侑  中3 天野　柚琉  中2 鈴木　広輝  中2 進士　歩夢  中3 佐藤光太郎  中3

3:48.88  Fin. 3:54.99  Fin. 3:58.67  Fin. 3:58.84  Fin. 4:00.64  Fin. 4:03.02  Fin. 4:04.03  Fin. 4:06.77  Fin.

56.58  1st. 56.32  1st. 55.96  1st. 57.88  1st. 57.11  1st. 59.63  1st. 1:06.41  1st. 1:00.25  1st.

Ｔ‐１２３  中 浜名湖ＳＳ  中 深谷ＳＣ浜松  中 コパン可児  中 浜松与進  中 浜松湖東  中 県立浜松西  中 静岡服織  中

鈴木　蒼空  中3 増田　修士  中3 三木　航平  中3 杉浦　由侑  中3 西丸　　瞬  中2 吉田　竜都  中3 蛯原　東丸  中3 森　　達也  中3

青島優津樹  中3 増田　莉蔵  中2 天野　　聖  中2 原田宗太郎  中2 進士　歩夢  中3 市川　　空  中3 犬塚　悠弥  中2 齊藤　孝太  中3

杉原　羽留  中3 宮崎　海里  中2 若槻　風汰  中3 山本　惺斗  中2 杉浦　寿哉  中3 鮎澤　桂矢  中3 柴田　大輝  中3 遠藤　響己  中2

五十嵐　陽  中3 鈴木　麻央  中2 天野　柚琉  中2 堀越　一秀  中1 池野　佳希  中3 島野　陽葵  中2 村山嘉唯吏  中3 竹下　煉二  中2

4:12.24  Fin. 4:13.70  Fin. 4:21.39  Fin. 4:26.99  Fin. 4:27.31  Fin. 4:28.58  Fin. 4:31.36  Fin. 4:35.09  Fin.

1:06.95  1st. 1:01.76  1st. 1:00.41  1st. 1:05.29  1st. 1:09.35  1st. 1:09.54  1st. 1:11.43  1st. 1:09.34  1st.
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