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2021/05/29～2021/05/30

会場  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
今枝　海斗  中3 花村　優輝  中3 清水　　龍  中3 瀧口　真宏  中3 池谷　　檀  中2 三宅　優生  中3 澁谷　拓人  中3 松本　拓海  中3 田島　　丞  中2 鈴木　湧平  中2

島田チャンプ 東部ＳＳ ビクトリー 浜松曳馬 エスポ コパン可児 ＪＳＳ磐田 島田チャンプ Ｔ‐１２３ ハマスポ

24.90 25.16 26.33 26.70 26.73 26.80 26.82 26.83 26.89 27.02

島田　恭佑  中3 鈴木　　颯  中2 今枝　海斗  中3 花村　優輝  中3 大庭　惺矢  中3 瀧口　真宏  中3 手島　隆晴  中3 野中　天聖  中3 松本　拓海  中3 祢次金聖那  中3

とこはＳＳ 浜名湖ＳＳ 島田チャンプ 東部ＳＳ ＪＳＳ磐田 浜松曳馬 A-１SS 東部ＳＳ 島田チャンプ グランツ

55.15 55.35 55.45 55.94 58.24 58.27 58.42 58.45 58.48 58.55

鈴木　　颯  中2 島田　恭佑  中3 野中　天聖  中3 夏目　竜樹  中3 横田　康起  中2 太田　準也  中3 柴田　和輝  中1 祢次金聖那  中3 手島　隆晴  中3 小林　建心  中2

浜名湖ＳＳ とこはＳＳ 東部ＳＳ 浜松笠井 コパン可児 ＪＳＳ磐田 グリーン佐鳴 グランツ A-１SS エスポ

1:59.08 2:03.29 2:04.02 2:04.29 2:04.52 2:06.91 2:06.93 2:07.44 2:07.70 2:08.31

野中　天聖  中3 秋定　侑汰  中2 鎌田　　優  中3 夏目　竜樹  中3 大庭　惺矢  中3 祢次金聖那  中3 手島　隆晴  中3 小林　建心  中2 藤井　優羽  中3 飯尾　　悠  中2

東部ＳＳ グランツ ｾｲｼﾝ葵の森 浜松笠井 ＪＳＳ磐田 グランツ A-１SS エスポ 宇佐美ＳＣ 浜松曳馬

4:19.94 4:20.57 4:21.37 4:21.41 4:23.86 4:25.99 4:26.55 4:28.84 4:29.29 4:31.59

太田　準也  中3 大庭　惺矢  中3 秋定　侑汰  中2 鎌田　　優  中3 木部　煌蓮  中3 松下　篤史  中2 望月　成美  中3 平田　大翔  中3 大川内敬利  中3

ＪＳＳ磐田 ＪＳＳ磐田 グランツ ｾｲｼﾝ葵の森 宇佐美ＳＣ 県立浜松西 レオリブレ 袋井中 城南静岡

17:07.13  Fin. 17:21.01  Fin. 17:25.64  Fin. 17:27.57  Fin. 17:35.80  Fin. 17:52.47  Fin. 18:40.70  Fin. 19:23.82  Fin. 19:29.97  Fin.

9:05.66  800 9:06.97  800 9:10.75  800 9:16.24  800 9:12.93  800 9:27.53  800 9:48.70  800 10:13.35  800 10:11.63  800

今枝　海斗  中3 花村　優輝  中3 澁谷　拓人  中3 瀧口　真宏  中3 松本　拓海  中3 清水　　龍  中3 池谷　　檀  中2 三宅　優生  中3

島田チャンプ 東部ＳＳ ＪＳＳ磐田 浜松曳馬 島田チャンプ ビクトリー エスポ コパン可児

24.63 25.05 26.34 26.37 26.44 26.48 26.59 26.93

鈴木　　颯  中2 今枝　海斗  中3 島田　恭佑  中3 花村　優輝  中3 瀧口　真宏  中3 野中　天聖  中3 手島　隆晴  中3 大庭　惺矢  中3

浜名湖ＳＳ 島田チャンプ とこはＳＳ 東部ＳＳ 浜松曳馬 東部ＳＳ A-１SS ＪＳＳ磐田

54.49 54.85 54.94 55.10 57.81 58.38 58.55 58.80

島田　恭佑  中3 野中　天聖  中3 鈴木　　颯  中2 横田　康起  中2 夏目　竜樹  中3 柴田　和輝  中1 太田　準也  中3

とこはＳＳ 東部ＳＳ 浜名湖ＳＳ コパン可児 浜松笠井 グリーン佐鳴 ＪＳＳ磐田

1:58.78 2:01.99 2:02.04 2:03.16 2:03.25 2:08.10 2:11.46

奥　　大輝  中3 藤原　永遠  中3 鶴田虎太朗  中3 澁谷　拓人  中3 寺本　航愛  中2 石濵　　怜  中3 小山田裕季  中3 今井　優斗  中2 細川　　隆  中3 鈴木　理貴  中1

東部ＳＳ 周南 グリーン高台 ＪＳＳ磐田 コパン可児 グリーン佐鳴 グランツ とこはＳＳ アケアクラブ 周南

1:00.70 1:02.56 1:04.24 1:04.55 1:05.04 1:05.17 1:06.52 1:06.93 1:07.41 1:08.07

2021/06/10 19:37:27 SEIKO Swimming Results System
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会場  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
奥　　大輝  中3 藤原　永遠  中3 鶴田虎太朗  中3 寺本　航愛  中2 澁谷　拓人  中3 石濵　　怜  中3 小山田裕季  中3 細川　　隆  中3 今井　優斗  中2 徳増　叡二  中2

東部ＳＳ 周南 グリーン高台 コパン可児 ＪＳＳ磐田 グリーン佐鳴 グランツ アケアクラブ とこはＳＳ グリーン高台

2:14.14 2:17.37 2:18.85 2:19.68 2:20.28 2:20.70 2:23.15 2:26.25 2:26.26 2:28.27

奥　　大輝  中3 藤原　永遠  中3 澁谷　拓人  中3 鶴田虎太朗  中3 石濵　　怜  中3 寺本　航愛  中2 今井　優斗  中2 小山田裕季  中3

東部ＳＳ 周南 ＪＳＳ磐田 グリーン高台 グリーン佐鳴 コパン可児 とこはＳＳ グランツ

59.62 1:01.63 1:02.61 1:03.62 1:04.39 1:04.79 1:06.82 1:07.04

奥　　大輝  中3 藤原　永遠  中3 鶴田虎太朗  中3 澁谷　拓人  中3 寺本　航愛  中2 石濵　　怜  中3 小山田裕季  中3 細川　　隆  中3

東部ＳＳ 周南 グリーン高台 ＪＳＳ磐田 コパン可児 グリーン佐鳴 グランツ アケアクラブ

2:11.07 2:14.40 2:15.74 2:16.58 2:18.01 2:19.39 2:23.95 2:29.77

村松　昊河  中3 兼本　修吾  中3 黒柳　諒大  中3 石上　幸誠  中3 土屋　圭己  中2 阿部　亜音  中3 二川目　蓮  中2 川口　　暖  中3 春日井翔明  中3 渡瀬　悠斗  中3

エスポ袋井 フリッパー 焼津チャンプ レオリブレ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 グリーン高台 磐田カルチャ 浜松中郡 コパン可児 袋井ＳＣ

1:06.70 1:08.82 1:09.37 1:10.37 1:10.56 1:10.90 1:11.70 1:11.84 1:12.26 1:12.29

村松　昊河  中3 兼本　修吾  中3 土屋　圭己  中2 黒柳　諒大  中3 木部　歩輝  中3 辻村　謙斗  中2 渡瀬　悠斗  中3 阿部　亜音  中3 藪辻　悠希  中2 春日井翔明  中3

エスポ袋井 フリッパー ﾙﾈｻﾝｽ沼津 焼津チャンプ 宇佐美ＳＣ ハマスポ 袋井ＳＣ グリーン高台 周南 コパン可児

2:29.42 2:31.98 2:32.06 2:33.21 2:34.07 2:34.11 2:35.81 2:35.88 2:36.58 2:38.54

村松　昊河  中3 兼本　修吾  中3 黒柳　諒大  中3 石上　幸誠  中3 阿部　亜音  中3 土屋　圭己  中2 川口　　暖  中3 二川目　蓮  中2

エスポ袋井 フリッパー 焼津チャンプ レオリブレ グリーン高台 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 浜松中郡 磐田カルチャ

1:06.65 1:07.20 1:08.54 1:09.77 1:10.16 1:10.60 1:10.61 1:11.75

兼本　修吾  中3 黒柳　諒大  中3 土屋　圭己  中2 木部　歩輝  中3 辻村　謙斗  中2 阿部　亜音  中3 渡瀬　悠斗  中3

フリッパー 焼津チャンプ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 宇佐美ＳＣ ハマスポ グリーン高台 袋井ＳＣ

2:26.91 2:31.48 2:31.97 2:32.31 2:33.49 2:38.10 2:38.35

齋藤　健太  中2 小沢　卓未  中3 牧野　洋介  中2 太箸　隼翔  中2 石澤　空王  中3 本間　　楽  中1 上嶋　万葉  中1 金子　朔弥  中2 荒井　　悟  中3 平岡　大河  中2

ハマスポ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 宇佐美ＳＣ グリーン高台 グリーン佐鳴 深谷ＳＣ浜松 東富士ＳＣ レオリブレ 周南 アケアクラブ

59.75 1:00.47 1:00.68 1:01.55 1:01.63 1:02.01 1:02.35 1:02.49 1:02.60 1:02.83

牧野　洋介  中2 齋藤　健太  中2 小沢　卓未  中3 石橋　　煌  中3 上嶋　万葉  中1 太箸　隼翔  中2 石澤　空王  中3 平岡　大河  中2 上杉麟太朗  中2 杉山　颯介  中2

宇佐美ＳＣ ハマスポ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 とこはＳＳ 東富士ＳＣ グリーン高台 グリーン佐鳴 アケアクラブ ハマスポ A-１SS

2:11.47 2:12.82 2:14.75 2:16.03 2:16.80 2:17.77 2:22.53 2:24.98 2:25.87 2:26.28

齋藤　健太  中2 小沢　卓未  中3 牧野　洋介  中2 上嶋　万葉  中1 金子　朔弥  中2 太箸　隼翔  中2 本間　　楽  中1 石澤　空王  中3

ハマスポ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 宇佐美ＳＣ 東富士ＳＣ レオリブレ グリーン高台 深谷ＳＣ浜松 グリーン佐鳴

59.08 59.70 1:00.16 1:00.92 1:01.64 1:01.70 1:01.96 1:02.00

2021/06/10 19:37:27 SEIKO Swimming Results System

平泳ぎ 
 200m 
決勝

バタフライ 
 100m 
予選

バタフライ 
 200m 
予選

バタフライ 
 100m 
決勝

背泳ぎ 
 100m 
決勝

背泳ぎ 
 200m 
決勝

平泳ぎ 
 100m 
予選

平泳ぎ 
 200m 
予選

平泳ぎ 
 100m 
決勝

背泳ぎ 
 200m 
予選



第73回浜名湾中学生選手権水泳競技大会 男子成績一覧表 Page 3

2021/05/29～2021/05/30

会場  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
牧野　洋介  中2 齋藤　健太  中2 小沢　卓未  中3 石橋　　煌  中3 上嶋　万葉  中1 太箸　隼翔  中2 石澤　空王  中3 平岡　大河  中2

宇佐美ＳＣ ハマスポ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 とこはＳＳ 東富士ＳＣ グリーン高台 グリーン佐鳴 アケアクラブ

2:09.20 2:12.06 2:13.97 2:14.63 2:16.76 2:17.28 2:22.12 2:22.26

横田　康起  中2 谷野　成悠  中2 平岡　大河  中2 柴田　和輝  中1 見崎　優星  中3 河原﨑　蓮  中1 太田　準也  中3 春日井翔明  中3 山岸　友希  中2 加藤　遥惺  中3

コパン可児 浜名湖ＳＳ アケアクラブ グリーン佐鳴 焼津チャンプ グリーン佐鳴 ＪＳＳ磐田 コパン可児 深谷ＳＣ浜松 ﾙﾈｻﾝｽ沼津

2:14.41 2:18.57 2:18.94 2:19.70 2:20.27 2:20.86 2:21.13 2:23.48 2:25.73 2:27.41

藤井　優羽  中3 河原﨑　蓮  中1 見崎　優星  中3 谷野　成悠  中2 榊原　　天  中1 河野　泰来  中3 新井　鏡矢  中1 佐伯虎大朗  中2 植屋　立作  中3 石澤　佑紀  中3

宇佐美ＳＣ グリーン佐鳴 焼津チャンプ 浜名湖ＳＳ RSC富士 袋井ＳＣ 富士ST グリーン高台 磐田カルチャ グランツ

4:50.44 4:51.65 4:52.23 4:55.38 4:58.93 5:02.29 5:15.08 5:16.51 5:19.68 5:27.36

横田　康起  中2 平岡　大河  中2 谷野　成悠  中2 河原﨑　蓮  中1 見崎　優星  中3 柴田　和輝  中1 春日井翔明  中3 山岸　友希  中2

コパン可児 アケアクラブ 浜名湖ＳＳ グリーン佐鳴 焼津チャンプ グリーン佐鳴 コパン可児 深谷ＳＣ浜松

2:14.53 2:16.22 2:16.37 2:17.61 2:19.47 2:20.77 2:24.03 2:25.56

東部ＳＳ  中 浜名湖ＳＳ  中 宇佐美ＳＣ  中 とこはＳＳ  中 ハマスポ  中 ＪＳＳ磐田  中 浜松曳馬  中 ＭＧ浜松  中 グランツ  中 A-１SS  中

植松　海翔  中2 鈴木　　颯  中2 木部　歩輝  中3 今井　優斗  中2 鈴木　湧平  中2 大庭　惺矢  中3 瀧口　真宏  中3 外波山大悟  中3 秋定　侑汰  中2 杉山　　豪  中3

花村　優輝  中3 鈴木　颯真  中2 牧野　洋介  中2 石橋　　煌  中3 辻村　謙斗  中2 寺田　慧斗  中1 船津　開世  中3 井口瑚太郎  中3 祢次金聖那  中3 勝亦　悠斗  中1

奥　　大輝  中3 平澤　夏生  中1 木部　煌蓮  中3 島田　恭佑  中3 上杉麟太朗  中2 太田　準也  中3 宮本　　聡  中3 能勢　大吾  中2 石澤　佑紀  中3 土屋　　舜  中1

野中　天聖  中3 谷野　成悠  中2 藤井　優羽  中3 山田　雄大  中1 齋藤　健太  中2 澁谷　拓人  中3 飯尾　　悠  中2 稲垣　翔太  中2 佐藤　龍心  中3 手島　隆晴  中3

1:41.98  Fin. 1:46.44  Fin. 1:47.23  Fin. 1:48.04  Fin. 1:48.37  Fin. 1:48.50  Fin. 1:50.23  Fin. 1:50.68  Fin. 1:51.11  Fin. 1:51.93  Fin.

大会新

27.43  1st. 25.38  1st. 26.98  1st. 27.24  1st. 27.40  1st. 27.04  1st. 26.73  1st. 27.65  1st. 27.81  1st. 27.52  1st.

宇佐美ＳＣ  中 浜名湖ＳＳ  中 ＪＳＳ磐田  中 周南  中 県立浜松西  中 A-１SS  中 浜松曳馬  中 浜松富塚  中 浜松笠井  中 浜松中郡  中

牧野　洋介  中2 鈴木　　颯  中2 太田　準也  中3 藤原　永遠  中3 鈴木　海音  中3 手島　隆晴  中3 瀧口　真宏  中3 横山　湊生  中3 夏目　竜樹  中3 川口　　暖  中3

木部　歩輝  中3 鈴木　颯真  中2 西原　楓太  中2 荒井　　悟  中3 大城龍之介  中3 勝亦　悠斗  中1 船津　開世  中3 藤本　　亮  中3 田中　優作  中3 小林　千逸  中3

木部　煌蓮  中3 平澤　夏生  中1 澁谷　拓人  中3 藪辻　悠希  中2 鈴木　咲陽  中2 杉山　颯介  中2 宮本　　聡  中3 篠原　佑里  中3 鈴木　聖統  中3 畑井　淳人  中3

藤井　優羽  中3 谷野　成悠  中2 大庭　惺矢  中3 鈴木　理貴  中1 松下　篤史  中2 杉山　　豪  中3 飯尾　　悠  中2 山本　　千  中3 酒井　　駿  中1 篠原　　凰  中3

3:54.29  Fin. 3:56.59  Fin. 3:57.86  Fin. 4:05.71  Fin. 4:05.96  Fin. 4:06.84  Fin. 4:08.15  Fin. 4:18.97  Fin. 4:19.20  Fin. 4:21.71  Fin.

58.47  1st. 55.82  1st. 59.20  1st. 56.23  1st. 1:01.33  1st. 58.36  1st. 1:00.07  1st. 1:01.33  1st. 56.13  1st. 1:00.73  1st.
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会場  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
ＪＳＳ磐田  中 宇佐美ＳＣ  中 グリーン高台  中 周南  中 とこはＳＳ  中 グリーン佐鳴  中 浜名湖ＳＳ  中 グランツ  中 県立浜松西  中 A-１SS  中

澁谷　拓人  中3 藤井　優羽  中3 鶴田虎太朗  中3 鈴木　理貴  中1 今井　優斗  中2 河原﨑　蓮  中1 鈴木　颯真  中2 小山田裕季  中3 鈴木　海音  中3 手島　隆晴  中3

西原　楓太  中2 木部　歩輝  中3 阿部　亜音  中3 藪辻　悠希  中2 近田　健太  中1 髙部　知明  中2 谷野　成悠  中2 秋定　侑汰  中2 鈴木　咲陽  中2 上杉　興永  中1

太田　準也  中3 牧野　洋介  中2 太箸　隼翔  中2 荒井　　悟  中3 石橋　　煌  中3 石澤　空王  中3 鈴木　　颯  中2 祢次金聖那  中3 松下　篤史  中2 杉山　颯介  中2

大庭　惺矢  中3 木部　煌蓮  中3 徳増　叡二  中2 藤原　永遠  中3 島田　恭佑  中3 柴田　和輝  中1 平澤　夏生  中1 佐藤　龍心  中3 大城龍之介  中3 杉山　　豪  中3

4:18.25  Fin. 4:18.28  Fin. 4:20.89  Fin. 4:21.75  Fin. 4:23.47  Fin. 4:25.14  Fin. 4:28.25  Fin. 4:33.07  Fin. 4:34.73  Fin. 4:41.03  Fin.

1:04.89  1st. 1:08.02  1st. 1:04.89  1st. 1:09.68  1st. 1:06.84  1st. 1:05.54  1st. 1:10.06  1st. 1:09.91  1st. 1:14.32  1st. 1:11.17  1st.
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