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2013/06/08 ～ 2013/06/092013/06/08 ～ 2013/06/092013/06/08 ～ 2013/06/092013/06/08 ～ 2013/06/09

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 坂本　　尋 中2 野極　陽向 中2 串田　健祐 中3 金沢　一平 中2 大村　朋矢 中3 五十嵐　蓮 中3 鈴木　拓哉 中3 松浦　匠吾 中3 太田　朝陽 中3 手嶋　和也 中3

50m ﾙﾈｻﾝｽ沼津 伊豆SS とこはＳＳ 附属島田 浜松丸塚 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 ビクトリー 島田チャンプ 静岡服織 エスポ

決勝 25.56 26.11 26.34 26.55 26.60 26.68 26.88 27.12 27.26 27.29

自由形 鈴木　　創 中3 坂田　知哉 中3 坂本　　尋 中2 中本崇一郎 中2 清　雄一朗 中3 金沢　一平 中2 鈴木　拓哉 中3 五十嵐　蓮 中3 松浦　匠吾 中3 北木　義仁 中1

100m ＢＩＧ棒屋 裾野ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 入野中 東部SS 附属島田 ビクトリー ﾙﾈｻﾝｽ沼津 島田チャンプ 東部SS

決勝 55.01 55.80 56.20 56.92 56.94 57.90 58.98 59.20 59.38 59.54

(大会新)

自由形 鈴木　　創 中3 坂田　知哉 中3 中本崇一郎 中2 大橋　一文 中3 北村　怜央 中3 土屋　叡本 中3 牧野　　崇 中3 大田　一希 中2 中川　直弥 中2 原田勝之進 中1

200m ＢＩＧ棒屋 裾野ＳＳ 入野中 袋井南中 グリーン高台 グリーン佐鳴 磐田カルチャ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 ｱｹｱｸﾗﾌﾞ 神久呂

決勝 1:59.44 2:01.85 2:05.57 2:06.89 2:08.33 2:08.62 2:10.47 2:10.51 2:12.40 2:12.84

(大会新)

自由形 岡野　広治 中3 中島　拓哉 中3 関根　佑太 中3 肥田廉太郎 中2 木俣　翔陽 中2 北木　義仁 中1 大橋　一文 中3 内田　葉月 中3 戸崎　　誠 中2 土屋　叡本 中3

400m 静岡東 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 SPﾎｳﾄｸ大洲 宇佐美ＳＣ エスポ 東部SS 袋井南中 磐田カルチャ 浜名湖ＳＳ グリーン佐鳴

タイム決勝 4:11.80 4:16.74 4:21.84 4:22.43 4:23.95 4:25.59 4:28.00 4:29.64 4:31.49 4:32.29

自由形 岡野　広治 中3 肥田廉太郎 中2 中島　拓哉 中3 木俣　翔陽 中2 内田　葉月 中3 加藤　　凛 中2 寺田　朋史 中3 戸崎　　誠 中2 小野田　樹 中3 田島　冬野 中2

1500m 静岡東 宇佐美ＳＣ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 エスポ 磐田カルチャ RSCｴﾑﾃｯｸ 浜松南陽 浜名湖ＳＳ 鷲津中 ビクトリー

タイム決勝 16:25.49 Fin. 16:49.93 Fin. 16:54.02 Fin. 17:15.78 Fin. 17:40.14 Fin. 17:47.85 Fin. 18:01.63 Fin. 18:01.89 Fin. 18:03.65 Fin. 18:10.65 Fin.

 8:45.48 800  9:00.43 800  8:58.76 800  8:58.89 800  9:23.14 800  9:24.95 800  9:36.45 800  9:39.68 800  9:35.16 800  9:37.47 800

背泳ぎ 加藤　弘樹 中3 永田　　望 中3 伊藤　舜斗 中3 菅沼伸太郎 中3 齋藤　誠士 中2 高橋　雄真 中3 鈴木　陸斗 中3 大月　駿弥 中3 阿部　奎太 中2 浦田　統也 中3

100m 島田チャンプ ｱｹｱｸﾗﾌﾞ 浜名湖ＳＳ 富塚中 浜松丸塚 裾野ＳＳ ＪＳＳ磐田 グリーン高台 島田チャンプ グリーン佐鳴

決勝 1:01.88 1:02.55 1:03.98 1:04.82 1:05.20 1:06.23 1:06.79 1:08.23 1:08.93 1:09.04

背泳ぎ 永田　　望 中3 加藤　弘樹 中3 菅沼伸太郎 中3 齋藤　誠士 中2 高橋　雄真 中3 肥沼　拓也 中2 大月　駿弥 中3 渡邉　丈士 中2 伊藤　涼斗 中1 阿部　奎太 中2

200m ｱｹｱｸﾗﾌﾞ 島田チャンプ 富塚中 浜松丸塚 裾野ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽ沼津 グリーン高台 富塚中 浜名湖ＳＳ 島田チャンプ

決勝 2:12.22 2:16.11 2:19.63 2:21.71 2:21.85 2:21.89 2:24.35 2:25.00 2:25.22 2:27.93

(大会新)

平泳ぎ 荒田　憲助 中3 佐野　稜太 中3 上田　航司 中3 菅沼　宏太 中3 川内　琢未 中2 本田　雅大 中2 安藤　啓人 中3 森　　泰斗 中3 髙林耕之朗 中3 後藤　卯月 中3

100m ﾙﾈｻﾝｽ沼津 静岡観山 県立浜松西 浜名湖ＳＳ とこはＳＳ グリーン高台 浜松丸塚 附属島田 県立浜松西 ＪＳＳ磐田

決勝 1:06.11 1:06.53 1:06.94 1:07.98 1:09.41 1:10.94 1:11.53 1:12.15 1:13.02 1:15.07

平泳ぎ 荒田　憲助 中3 佐野　稜太 中3 菅沼　宏太 中3 本田　雅大 中2 川内　琢未 中2 秦　　圭吾 中3 飛田　雅文 中3 石田　　睦 中2 久保田朝陽 中3 後藤　卯月 中3

200m ﾙﾈｻﾝｽ沼津 静岡観山 浜名湖ＳＳ グリーン高台 とこはＳＳ 裾野ＳＳ 浜松湖東 浜名湖ＳＳ ｾｲｼﾝ葵の森 ＪＳＳ磐田

決勝 2:22.06 2:24.07 2:26.95 2:30.87 2:31.40 2:31.83 2:33.39 2:36.62 2:37.84 2:39.23
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2013/06/08 ～ 2013/06/092013/06/08 ～ 2013/06/092013/06/08 ～ 2013/06/092013/06/08 ～ 2013/06/09

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 岩井　　瞭 中2 半田　隼也 中2 土井　庸義 中3 稲葉　亮介 中1 袴田　大輝 中3 北澤　　天 中1 藤井　夢功 中3 山本　　望 中2 熊谷　拓也 中3 杉浦　将平 中2

100m ＪＳＳ磐田 ｾｲｼﾝ葵の森 Ｔ‐１２３ 浅羽中 浜名湖ＳＳ 島田チャンプ 磐田カルチャ 焼津チャンプ 静岡服織 浜松南陽

決勝 59.09 1:00.16 1:00.37 1:01.07 1:02.79 1:03.23 1:03.85 1:04.43 1:04.62 1:04.97

バタフライ 土井　庸義 中3 岩井　　瞭 中2 半田　隼也 中2 稲葉　亮介 中1 山本　　望 中2 藤井　夢功 中3 袴田　大輝 中3 北澤　　天 中1 袴田　　理 中2 熊谷　拓也 中3

200m Ｔ‐１２３ ＪＳＳ磐田 ｾｲｼﾝ葵の森 浅羽中 焼津チャンプ 磐田カルチャ 浜名湖ＳＳ 島田チャンプ 浜松ＳＣ 静岡服織

決勝 2:13.55 2:14.78 2:16.75 2:17.86 2:18.35 2:19.14 2:19.54 2:22.22 2:22.73 2:26.00

個人メドレー 清　雄一朗 中3 大久保和樹 中3 相曽　晃大 中2 溝口　湧真 中3 田中　航大 中3 牧野　　崇 中3 宮崎　結吏 中2 手嶋　和也 中3 内村　友哉 中3 佐塚　竜希 中3

200m 東部SS 浜松北星 グリーン佐鳴 ビクトリー 宇佐美ＳＣ 磐田カルチャ 浜名湖ＳＳ エスポ 島田チャンプ 静岡観山

決勝 2:18.10 2:19.39 2:21.13 2:21.21 2:22.48 2:24.32 2:24.74 2:24.80 2:25.10 2:26.45

個人メドレー 伊藤　舜斗 中3 大久保和樹 中3 宇田　翔貴 中2 田中　航大 中3 関根　佑太 中3 内村　友哉 中3 相曽　晃大 中2 溝口　湧真 中3 宮崎　結吏 中2 中川　直弥 中2

400m 浜名湖ＳＳ 浜松北星 福田中 宇佐美ＳＣ SPﾎｳﾄｸ大洲 島田チャンプ グリーン佐鳴 ビクトリー 浜名湖ＳＳ ｱｹｱｸﾗﾌﾞ

タイム決勝 4:51.89 4:54.19 4:59.79 5:01.24 5:01.92 5:05.78 5:06.49 5:06.97 5:07.51 5:07.79

リレー 浜名湖ＳＳ 中 浜松丸塚 中 ＪＳＳ磐田 中 入野中 中 静岡服織 中 マルエＳＣ 中 静岡観山 中 袋井南中 中 神久呂 中 浜松北星 中

200m 菅沼　宏太 中3 大村　朋矢 中3 永井　駿希 中1 中本崇一郎 中2 太田　朝陽 中3 桑江　慶地 中2 佐野　稜太 中3 澤野　公太 中3 原田勝之進 中1 大久保和樹 中3

タイム決勝 嵯峨　巧也 中3 齋藤　誠士 中2 鈴木　陸斗 中3 菅谷真太郎 中3 熊谷　拓也 中3 藤原　泰樹 中2 宮城嶋大海 中3 小林　玲太 中3 小澤　　翼 中3 山脇　真人 中3

宮崎　結吏 中2 松尾　綾大 中3 後藤　卯月 中3 川井　彰大 中3 森田　滉人 中2 佐野　竜也 中1 佐塚　竜希 中3 田辺　星登 中3 原田竜之進 中1 國村　迪央 中1

伊藤　舜斗 中3 安間　　勇 中3 岩井　　瞭 中2 渡部　竜空 中3 黒田　克哉 中2 谷本　晃輝 中1 上條　竜汰 中1 溝口　皓太 中3 須山　敦斗 中3 イソベジョシュア 中2

1:46.71 Fin. 1:48.23 Fin. 1:49.56 Fin. 1:49.66 Fin. 1:53.06 Fin. 1:55.03 Fin. 1:56.64 Fin. 1:57.01 Fin. 1:57.19 Fin. 1:58.24 Fin.

   26.41 1st.    26.54 1st.    27.14 1st.    26.17 1st.    26.90 1st.    28.25 1st.    27.07 1st.    28.34 1st.    28.87 1st.    29.73 1st.

リレー 浜名湖ＳＳ 中 東部SS 中 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 中 県立浜松西 中 ＪＳＳ磐田 中 浜松丸塚 中 静岡東 中 静岡服織 中 グリーン佐鳴 中 袋井南中 中

400m 伊藤　舜斗 中3 北木　義仁 中1 坂本　　尋 中2 高野　康平 中3 永井　駿希 中1 齋藤　誠士 中2 岡野　広治 中3 太田　朝陽 中3 土屋　叡本 中3 大橋　一文 中3

タイム決勝 袴田　大輝 中3 中森　蓮人 中3 五十嵐　蓮 中3 髙林耕之朗 中3 鈴木　陸斗 中3 大村　朋矢 中3 江田悠太郎 中2 熊谷　拓也 中3 相曽　晃大 中2 溝口　皓太 中3

嵯峨　巧也 中3 村松　愛斗 中3 渡辺　和生 中2 上田　航司 中3 袴田　　杜 中2 松尾　綾大 中3 岡﨑　拓郎 中1 森田　滉人 中2 浦田　統也 中3 小林　玲太 中3

菅沼　宏太 中3 清　雄一朗 中3 三田　健輔 中1 水谷　魁成 中2 岩井　　瞭 中2 安間　　勇 中3 杉山　俊暉 中3 黒田　克哉 中2 岩間　隆介 中2 澤野　公太 中3

3:53.46 Fin. 3:53.78 Fin. 3:58.74 Fin. 3:59.78 Fin. 4:00.63 Fin. 4:04.91 Fin. 4:05.00 Fin. 4:07.13 Fin. 4:07.60 Fin. 4:13.05 Fin.

   58.62 1st.    57.91 1st.    57.12 1st.  1:01.07 1st.    59.88 1st.    59.21 1st.    56.61 1st.    58.99 1st.  1:00.28 1st.  1:00.21 1st.
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2013/06/08 ～ 2013/06/092013/06/08 ～ 2013/06/092013/06/08 ～ 2013/06/092013/06/08 ～ 2013/06/09

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 浜名湖ＳＳ 中 ＪＳＳ磐田 中 浜松丸塚 中 磐田カルチャ 中 ｾｲｼﾝ葵の森 中 富塚中 中 静岡長田南 中 静岡東 中 浜松湖東 中 浅羽中 中

400m 伊藤　舜斗 中3 鈴木　陸斗 中3 齋藤　誠士 中2 古木　海斗 中3 大原　　凌 中2 菅沼伸太郎 中3 富田　慎弥 中3 杉山　俊暉 中3 宮本　優樹 中3 杉山　永一 中3

タイム決勝 菅沼　宏太 中3 後藤　卯月 中3 安藤　啓人 中3 牧野　　崇 中3 久保田朝陽 中3 渡邉　丈士 中2 前田　徳雲 中3 岡﨑　拓郎 中1 飛田　雅文 中3 廣岡　　慶 中3

袴田　大輝 中3 岩井　　瞭 中2 安間　　勇 中3 藤井　夢功 中3 半田　隼也 中2 小林　　拓 中1 仁科　拓海 中3 岡野　広治 中3 石原　健太 中2 稲葉　亮介 中1

嵯峨　巧也 中3 永井　駿希 中1 大村　朋矢 中3 内田　葉月 中3 原川　直也 中3 黒坂　卓美 中3 山下真琉斗 中2 伊東　正義 中3 今川珠稀哉 中3 大石　楓太 中3

4:14.93 Fin. 4:22.36 Fin. 4:24.66 Fin. 4:31.12 Fin. 4:34.92 Fin. 4:37.24 Fin. 4:42.67 Fin. 4:45.12 Fin. 4:46.43 Fin. 4:47.24 Fin.

 1:04.01 1st.  1:08.06 1st.  1:05.32 1st.  1:08.49 1st.  1:13.53 1st.  1:05.07 1st.  1:11.11 1st.  1:15.83 1st.  1:16.93 1st.  1:14.71 1st.

2013/06/10 11:30:48 SEIKO Swimming Results System     3 / 3ページ3 / 3ページ3 / 3ページ3 / 3ページ


