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2022/05/21～2022/05/22

会場  浜松市総合水泳場 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
柴田　和輝  中2 後藤　怜音  中3 犬飼　智也  中3 田島　　丞  中3 弘末　和司  中3 金子　侑生  中1 能勢　大吾  中3 鈴木　湧平  中3 玉澤　羽琉  中3 池谷　　檀  中3

グリーン佐鳴    大垣北ＳＳ      ＪＳＳ中川      島田チャンプ    ＪＳＳ中川      レオリブレ      ＭＧ浜松        ハマスポ        グリーン高台    エスポ          

25.58 25.73 25.87 25.99 26.06 26.11 26.45 26.46 26.51 26.60

鈴木　　颯  中3 柴田　和輝  中2 後藤　怜音  中3 秋定　侑汰  中3 末吉　航大  中3 今井　優斗  中3 犬飼　智也  中3 林　　利晃  中3 鈴木　湧平  中3 能勢　大吾  中3

浜名湖ＳＳ      グリーン佐鳴    大垣北ＳＳ      グランツ        コパン可児      とこはＳＳ      ＪＳＳ中川      岡崎竜城ＳＣ    ハマスポ        ＭＧ浜松        

53.76 56.15 56.43 56.46 56.48 56.54 56.66 57.27 57.34 57.87

鈴木　　颯  中3 秋定　侑汰  中3 渡邉　雅大  中3 飯尾　　悠  中3 平澤　夏生  中2 伊藤　吉平  中2 山田　雄大  中2 近藤　　勇  中3 寺田　朝陽  中3 舩越　　健  中1

浜名湖ＳＳ      グランツ        レオリブレ      ＭＧ浜松        浜名湖ＳＳ      RSC富士         とこはＳＳ      豊橋ＳＳ        東邦ＳＣ        岡崎竜城SC南    

1:56.30 2:00.97 2:03.62 2:03.85 2:04.37 2:04.51 2:04.92 2:05.57 2:06.37 2:06.69

萬代　聖晴  中2 秋定　侑汰  中3 谷野　成悠  中3 飯尾　　悠  中3 中根昇太朗  中3 平澤　夏生  中2 渡邉　雅大  中3 能勢　大吾  中3 稲垣　翔太  中3 近藤　　勇  中3

ＪＳＳ中川      グランツ        浜名湖ＳＳ      ＭＧ浜松        コマＳＳ土岐    浜名湖ＳＳ      レオリブレ      ＭＧ浜松        ＭＧ浜松        豊橋ＳＳ        

4:12.96 4:14.00 4:18.08 4:18.54 4:21.20 4:22.01 4:22.02 4:24.77 4:25.29 4:25.89

中根昇太朗  中3 松下　篤史  中3 小塚　大雅  中3 杉澤慎之介  中3 石橋　聖那  中2 尾藤　龍成  中1

コマＳＳ土岐    県立浜松西      ウィル大口      とこはＳＳ      とこはＳＳ      深谷ＳＣ浜松    

16:47.03  Fin. 17:40.87  Fin. 17:43.93  Fin. 17:57.88  Fin. 18:43.94  Fin. 19:02.45  Fin.

8:55.59  800 9:24.31  800 9:18.94  800 9:27.41  800 9:44.27  800 10:04.06  800

柴田　和輝  中2 後藤　怜音  中3 弘末　和司  中3 田島　　丞  中3 犬飼　智也  中3 金子　侑生  中1 鈴木　湧平  中3 能勢　大吾  中3

グリーン佐鳴    大垣北ＳＳ      ＪＳＳ中川      島田チャンプ    ＪＳＳ中川      レオリブレ      ハマスポ        ＭＧ浜松        

25.45 25.52 25.79 25.80 26.03 26.06 26.12 26.15

鈴木　　颯  中3 柴田　和輝  中2 末吉　航大  中3 後藤　怜音  中3 秋定　侑汰  中3 犬飼　智也  中3 林　　利晃  中3 今井　優斗  中3

浜名湖ＳＳ      グリーン佐鳴    コパン可児      大垣北ＳＳ      グランツ        ＪＳＳ中川      岡崎竜城ＳＣ    とこはＳＳ      

53.42 54.86 56.03 56.16 56.16 56.22 56.31 57.06

（同4位）

鈴木　　颯  中3 秋定　侑汰  中3 渡邉　雅大  中3 飯尾　　悠  中3 近藤　　勇  中3 平澤　夏生  中2 伊藤　吉平  中2 山田　雄大  中2

浜名湖ＳＳ      グランツ        レオリブレ      ＭＧ浜松        豊橋ＳＳ        浜名湖ＳＳ      RSC富士         とこはＳＳ      

1:56.28 2:00.40 2:01.45 2:02.70 2:03.94 2:04.37 2:04.50 2:04.61

寺本　航愛  中3 金子　朔弥  中3 松井　玄太  中2 川崎　栞太  中3 番場　　翼  中3 原田　卓門  中2 徳増　叡二  中3 青山　　玄  中3 加藤　慶治  中3 鈴木　理貴  中2

コパン可児      レオリブレ      豊橋ＳＳ        岡崎竜城SC南    裾野ＳＳ        浜名湖ＳＳ      グリーン高台    磐田カルチャ    ＳＣみえ        周南            

1:03.27 1:04.02 1:04.31 1:05.09 1:05.23 1:05.30 1:05.51 1:05.77 1:06.16 1:06.20

2022/05/24 10:12:16 SEIKO Swimming Results System
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2022/05/21～2022/05/22

会場  浜松市総合水泳場 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
松井　玄太  中2 寺本　航愛  中3 加藤　　絆  中2 鈴木　崇弘  中3 谷野　成悠  中3 河又　瑞木  中3 安達　天晴  中2 金子　朔弥  中3 徳増　叡二  中3 鈴木　理貴  中2

豊橋ＳＳ        コパン可児      岡崎竜城ＳＣ    豊橋ＳＳ        浜名湖ＳＳ      島田チャンプ    浜松三方原      レオリブレ      グリーン高台    周南            

2:18.76 2:18.91 2:19.58 2:20.47 2:20.85 2:22.43 2:23.18 2:23.19 2:23.46 2:23.54

寺本　航愛  中3 金子　朔弥  中3 松井　玄太  中2 川崎　栞太  中3 青山　　玄  中3 番場　　翼  中3 徳増　叡二  中3 原田　卓門  中2

コパン可児      レオリブレ      豊橋ＳＳ        岡崎竜城SC南    磐田カルチャ    裾野ＳＳ        グリーン高台    浜名湖ＳＳ      

1:02.95 1:03.46 1:03.74 1:03.74 1:05.02 1:05.22 1:06.03 1:06.06

（同3位）

寺本　航愛  中3 松井　玄太  中2 谷野　成悠  中3 鈴木　崇弘  中3 加藤　　絆  中2 金子　朔弥  中3 河又　瑞木  中3 安達　天晴  中2

コパン可児      豊橋ＳＳ        浜名湖ＳＳ      豊橋ＳＳ        岡崎竜城ＳＣ    レオリブレ      島田チャンプ    浜松三方原      

2:15.15 2:18.07 2:18.28 2:18.89 2:19.95 2:21.85 2:22.71 2:22.74

金子　侑生  中1 横田　康起  中3 鈴木　咲陽  中3 山田　仁太  中3 松濱勇志郎  中2 薮辻　悠希  中3 近田　健太  中2 三浦　幸大  中2 西原　楓太  中3 辻村　謙斗  中3

レオリブレ      コパン可児      県立浜松西      Ｖトピア小牧    とこはＳＳ      周南            とこはＳＳ      ＪＳＳ中川      ＪＳＳ磐田      ハマスポ        

1:08.78 1:09.20 1:09.62 1:09.69 1:10.39 1:10.41 1:10.51 1:10.74 1:10.84 1:11.17

原田　拓弥  中3 平岡　大河  中3 山田　仁太  中3 伊藤　洋斗  中2 薮辻　悠希  中3 金子　侑生  中1 近田　健太  中2 鵜飼　柊冴  中3 辻村　謙斗  中3 水越　朝陽  中2

東邦ＳＣ        アケアクラブ    Ｖトピア小牧    浜名湖ＳＳ      周南            レオリブレ      とこはＳＳ      Ｖトピア小牧    ハマスポ        島田チャンプ    

2:25.87 2:28.33 2:29.16 2:30.62 2:30.76 2:31.67 2:33.23 2:33.29 2:33.91 2:34.46

横田　康起  中3 金子　侑生  中1 薮辻　悠希  中3 鈴木　咲陽  中3 山田　仁太  中3 近田　健太  中2 松濱勇志郎  中2 三浦　幸大  中2

コパン可児      レオリブレ      周南            県立浜松西      Ｖトピア小牧    とこはＳＳ      とこはＳＳ      ＪＳＳ中川      

1:07.38 1:07.55 1:08.81 1:09.42 1:09.48 1:09.71 1:10.23 1:10.76

原田　拓弥  中3 山田　仁太  中3 平岡　大河  中3 金子　侑生  中1 薮辻　悠希  中3 伊藤　洋斗  中2 鵜飼　柊冴  中3 近田　健太  中2

東邦ＳＣ        Ｖトピア小牧    アケアクラブ    レオリブレ      周南            浜名湖ＳＳ      Ｖトピア小牧    とこはＳＳ      

2:20.72 2:26.18 2:26.22 2:29.36 2:29.37 2:31.07 2:34.19 2:38.35

大会新

太箸　隼翔  中3 上嶋　万葉  中2 牧野　洋介  中3 奥地　暖空  中2 太田　勇立  中2 弘末　和司  中3 萬代　聖晴  中2 上杉麟太朗  中3 本間　　楽  中2 佐伯虎大朗  中3

グリーン高台    東富士ＳＣ      宇佐美ＳＣ      大垣北ＳＳ      エスポ          ＪＳＳ中川      ＪＳＳ中川      ハマスポ        浜松湖東        浜松湖東        

58.19 59.29 59.41 59.54 59.73 1:00.34 1:00.44 1:00.61 1:00.63 1:00.69

牧野　洋介  中3 上嶋　万葉  中2 太田　勇立  中2 太箸　隼翔  中3 奥地　暖空  中2 上杉麟太朗  中3 佐伯虎大朗  中3 清野　藍丸  中2 服部　羽恭  中2 末吉　航大  中3

宇佐美ＳＣ      東富士ＳＣ      エスポ          グリーン高台    大垣北ＳＳ      ハマスポ        浜松湖東        浜名湖ＳＳ      岡崎竜城SC南    コパン可児      

2:07.36 2:08.29 2:10.30 2:12.98 2:15.61 2:16.01 2:16.92 2:17.94 2:22.67 2:22.95

太箸　隼翔  中3 上嶋　万葉  中2 奥地　暖空  中2 太田　勇立  中2 牧野　洋介  中3 弘末　和司  中3 上杉麟太朗  中3 萬代　聖晴  中2

グリーン高台    東富士ＳＣ      大垣北ＳＳ      エスポ          宇佐美ＳＣ      ＪＳＳ中川      ハマスポ        ＪＳＳ中川      

57.78 58.63 58.71 59.31 59.39 1:00.08 1:00.60 1:00.62

2022/05/24 10:12:16 SEIKO Swimming Results System
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2022/05/21～2022/05/22

会場  浜松市総合水泳場 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3 太箸　隼翔  中3 太田　勇立  中2 上嶋　万葉  中2 奥地　暖空  中2 佐伯虎大朗  中3 清野　藍丸  中2 上杉麟太朗  中3

宇佐美ＳＣ      グリーン高台    エスポ          東富士ＳＣ      大垣北ＳＳ      浜松湖東        浜名湖ＳＳ      ハマスポ        

2:06.67 2:07.78 2:08.15 2:08.34 2:14.82 2:15.50 2:17.46 2:17.76

原田　拓弥  中3 横田　康起  中3 上嶋　万葉  中2 齋藤　健太  中3 平岡　大河  中3 河原﨑　蓮  中2 宮崎　緒里  中1 犬飼　智也  中3 榊原　　天  中2 三浦　幸大  中2

東邦ＳＣ        コパン可児      東富士ＳＣ      ハマスポ        アケアクラブ    グリーン佐鳴    浜名湖ＳＳ      ＪＳＳ中川      RSC富士         ＪＳＳ中川      

2:08.98 2:12.28 2:13.22 2:13.34 2:14.52 2:15.16 2:18.99 2:20.43 2:20.74 2:20.77

大会新

原田　拓弥  中3 河原﨑　蓮  中2 宮崎　緒里  中1 榊原　　天  中2 齋藤　健太  中3 新井　鏡矢  中2 秋田　陸玖  中3 岩間　涼斗  中3 下里　悠稀  中3 松村　奏汰  中1

東邦ＳＣ        グリーン佐鳴    浜名湖ＳＳ      RSC富士         ハマスポ        富士ST          ＪＳＳ中川      コパン各務原    大垣北ＳＳ      磐田カルチャ    

4:31.92 4:39.92 4:49.21 4:51.55 4:52.06 5:01.92 5:04.20 5:04.48 5:04.78 5:05.17

大会新

原田　拓弥  中3 横田　康起  中3 上嶋　万葉  中2 齋藤　健太  中3 平岡　大河  中3 河原﨑　蓮  中2 宮崎　緒里  中1 犬飼　智也  中3

東邦ＳＣ        コパン可児      東富士ＳＣ      ハマスポ        アケアクラブ    グリーン佐鳴    浜名湖ＳＳ      ＪＳＳ中川      

2:08.49 2:09.34 2:11.92 2:12.55 2:14.57 2:15.60 2:17.40 2:20.06

大会新 大会新

浜名湖ＳＳ  中 とこはＳＳ  中 ＭＧ浜松  中 アケアクラブ  中 コパン可児  中 磐田カルチャ  中 県立浜松西  中 浜松三方原  中 浜松篠原  中 ＪＳＳ磐田  中

鈴木　　颯  中3 今井　優斗  中3 能勢　大吾  中3 平岡　大河  中3 末吉　航大  中3 二川目　蓮  中3 松下　篤史  中3 安達　天晴  中2 春原　俊大  中3 寺田　慧斗  中2

谷野　成悠  中3 山田　雄大  中2 飯尾　　悠  中3 園原　僚真  中3 竹本　有輝  中3 青山　　玄  中3 真下　知大  中3 梶村　佳旦  中3 大河原仁獅  中3 西原　楓太  中3

宮崎　緒里  中1 杉澤慎之介  中3 大石　　琉  中3 田代　　希  中3 小川以知流  中2 松村　奏汰  中1 山岸　友希  中3 宝来　隆生  中1 杉田　　亘  中3 松島　未樹  中2

平澤　夏生  中2 近田　健太  中2 稲垣　翔太  中3 岡村　伊緒  中2 佐橋　湊兜  中2 寺田　光我  中2 鈴木　咲陽  中3 川口　琢斗  中3 三宅胡太郎  中3 伊藤　悠真  中1

1:44.44  Fin. 1:45.95  Fin. 1:46.00  Fin. 1:46.87  Fin. 1:48.86  Fin. 1:49.66  Fin. 1:51.67  Fin. 1:52.97  Fin. 1:54.46  Fin. 1:55.53  Fin.

24.77  1st. 26.24  1st. 26.11  1st. 25.63  1st. 26.14  1st. 27.11  1st. 28.87  1st. 28.97  1st. 27.72  1st. 27.28  1st.

ハマスポ  中 コパン可児  中 グリーン佐鳴  中 ＭＧ浜松  中 とこはＳＳ  中 磐田カルチャ  中 県立浜松西  中 浜松三方原  中 ＪＳＳ磐田  中 袋井ＳＣ  中

齋藤　健太  中3 横田　康起  中3 柴田　和輝  中2 飯尾　　悠  中3 今井　優斗  中3 二川目　蓮  中3 松下　篤史  中3 安達　天晴  中2 寺田　慧斗  中2 米山　昊希  中3

辻村　謙斗  中3 寺本　航愛  中3 河原﨑　蓮  中2 能勢　大吾  中3 山田　雄大  中2 青山　　玄  中3 真下　知大  中3 梶村　佳旦  中3 西原　楓太  中3 神谷　周平  中3

鈴木　湧平  中3 加藤　雅都  中3 髙部　知明  中3 大石　　琉  中3 杉澤慎之介  中3 松村　奏汰  中1 山岸　友希  中3 宝来　隆生  中1 一松　莉央  中1 長尾征之介  中1

上杉麟太朗  中3 末吉　航大  中3 石田　　響  中2 稲垣　翔太  中3 山口　恭駕  中1 寺田　光我  中2 鈴木　咲陽  中3 川口　琢斗  中3 松島　未樹  中2 鈴木　蓮太  中2

3:47.95  Fin. 3:48.75  Fin. 3:53.70  Fin. 3:53.73  Fin. 3:54.96  Fin. 4:02.15  Fin. 4:07.00  Fin. 4:08.72  Fin. 4:09.56  Fin. 4:10.46  Fin.

54.42  1st. 56.82  1st. 55.37  1st. 57.49  1st. 57.54  1st. 59.74  1st. 1:02.10  1st. 1:02.06  1st. 59.94  1st. 59.33  1st.

2022/05/24 10:12:16 SEIKO Swimming Results System

個人メドレー
 200m
予選

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
 400m

タイム決勝

バタフライ
 200m
決勝



第７４回浜名湾中学生選手権水泳競技大会 男子成績一覧表 Page 4

2022/05/21～2022/05/22

会場  浜松市総合水泳場 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
浜名湖ＳＳ  中 ハマスポ  中 コパン可児  中 とこはＳＳ  中 グリーン佐鳴  中 島田チャンプ  中 磐田カルチャ  中 県立浜松西  中 ＪＳＳ磐田  中 袋井ＳＣ  中

谷野　成悠  中3 齋藤　健太  中3 寺本　航愛  中3 今井　優斗  中3 河原﨑　蓮  中2 河又　瑞木  中3 青山　　玄  中3 鈴木慎二郎  中1 一松　莉央  中1 神谷　周平  中3

宮崎　緒里  中1 辻村　謙斗  中3 横田　康起  中3 近田　健太  中2 石田　　響  中2 麻生　大喜  中3 二川目　蓮  中3 鈴木　咲陽  中3 西原　楓太  中3 米山　昊希  中3

平澤　夏生  中2 上杉麟太朗  中3 竹本　有輝  中3 栁　　楓希  中2 髙部　知明  中3 田島　　丞  中3 松村　奏汰  中1 山岸　友希  中3 寺田　慧斗  中2 岩下　尚生  中2

鈴木　　颯  中3 鈴木　湧平  中3 末吉　航大  中3 山田　雄大  中2 柴田　和輝  中2 井戸　渓斗  中2 寺田　光我  中2 松下　篤史  中3 松島　未樹  中2 長尾征之介  中1

4:07.88  Fin. 4:12.72  Fin. 4:12.76  Fin. 4:16.77  Fin. 4:17.89  Fin. 4:22.74  Fin. 4:23.71  Fin. 4:25.31  Fin. 4:33.33  Fin. 4:38.62  Fin.

大会新

1:02.70  1st. 1:03.71  1st. 1:04.16  1st. 1:06.09  1st. 1:03.51  1st. 1:06.97  1st. 1:07.01  1st. 1:12.13  1st. 1:10.31  1st. 1:07.58  1st.

2022/05/24 10:12:16 SEIKO Swimming Results System
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