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2014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/01

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 越　　嵩剛 高3 難波　　暉 高3 高瀬　俊輝 高2 平沼　晃多 高2 北川　友貴 高2 林　凌太郎 高3 福田　修平 高3 畑中　拓馬 高3 山本　和弥 高3 杉山　太一 高2

50m 愛工大名電 豊川 伊東 名古屋 県立岐阜商 名古屋 愛工大名電 飛龍 蒲郡 愛み大瑞穂

予選 24.39 24.44 24.65 24.71 24.71 24.96 25.05 25.07 25.10 25.15

(同4位)

自由形 菊池　泰雅 高1 越　　嵩剛 高3 岩田　裕輝 高2 難波　　暉 高3 堂本　恭兵 高2 舩橋　拓人 高1 福田　修平 高3 山本　健太 高1 林　凌太郎 高3 半田　将大 高3

100m 尾鷲 愛工大名電 愛産大三河 豊川 静岡市立 豊川 愛工大名電 豊川 名古屋 静岡商業

予選 53.10 53.35 53.48 53.48 53.87 54.04 54.25 54.28 54.41 54.78

(同3位)

自由形 神近　洋佑 高2 中村　陽太 高2 小林　祐馬 高3 川口　恭矢 高2 高橋虎二郎 高2 佐藤　正都 高2 舩橋　拓人 高1 金刺　将平 高2 菊池　泰雅 高1 山本　健太 高1

200m 豊川 飛龍 海星 津田学園 静岡東 名古屋 豊川 飛龍 尾鷲 豊川

予選 1:53.40 1:55.65 1:55.79 1:56.26 1:56.52 1:57.44 1:57.70 1:57.75 1:58.11 1:58.39

自由形 難波　　暉 高3 越　　嵩剛 高3 平沼　晃多 高2 北川　友貴 高2 高瀬　俊輝 高2 林　凌太郎 高3 杉山　太一 高2 畑中　拓馬 高3 福田　修平 高3 山本　和弥 高3

50m 豊川 愛工大名電 名古屋 県立岐阜商 伊東 名古屋 愛み大瑞穂 飛龍 愛工大名電 蒲郡

決勝 23.79 23.96 24.29 24.45 24.46 24.84 24.99 25.03 25.06 25.21

自由形 越　　嵩剛 高3 菊池　泰雅 高1 難波　　暉 高3 岩田　裕輝 高2 舩橋　拓人 高1 堂本　恭兵 高2 福田　修平 高3 林　凌太郎 高3 山本　健太 高1 半田　将大 高3

100m 愛工大名電 尾鷲 豊川 愛産大三河 豊川 静岡市立 愛工大名電 名古屋 豊川 静岡商業

決勝 52.79 52.94 53.03 53.48 53.81 54.11 54.31 54.31 54.44 55.11

(同7位)

自由形 神近　洋佑 高2 中村　陽太 高2 川口　恭矢 高2 小林　祐馬 高3 舩橋　拓人 高1 高橋虎二郎 高2 菊池　泰雅 高1 金刺　将平 高2 佐藤　正都 高2 三輪　亮介 高2

200m 豊川 飛龍 津田学園 海星 豊川 静岡東 尾鷲 飛龍 名古屋 名古屋

決勝 1:52.71 1:54.87 1:55.50 1:55.92 1:56.31 1:56.66 1:57.06 1:57.50 1:57.65 1:58.10

自由形 井上　奨真 高3 小林　祐馬 高3 神近　洋佑 高2 戸崎　　祐 高2 今北龍之介 高1 田崎　竜成 高2 川口　恭矢 高2 鈴木　　司 高3 尼田　　柊 高3 金刺　将平 高2

400m 県立岐阜商 海星 豊川 磐田農業 豊川 豊川 津田学園 名古屋 磐田農業 飛龍

タイム決勝 3:56.61 4:00.28 4:00.29 4:02.96 4:04.06 4:04.07 4:05.87 4:06.82 4:07.85 4:08.33

自由形 戸崎　　祐 高2 井上　奨真 高3 今北龍之介 高1 田崎　竜成 高2 尼田　　柊 高3 山本　健志 高1 岡野　広治 高1 柚木　　穣 高2 鈴木　　司 高3 田中　崚雅 高3

1500m 磐田農業 県立岐阜商 豊川 豊川 磐田農業 尾鷲 飛龍 飛龍 名古屋 飛龍

タイム決勝 15:32.49 Fin. 15:42.18 Fin. 16:01.73 Fin. 16:13.24 Fin. 16:13.31 Fin. 16:19.65 Fin. 16:24.35 Fin. 16:25.35 Fin. 16:27.78 Fin. 16:44.01 Fin.

(大会新)

 8:17.68 800  8:16.76 800  8:29.01 800  8:32.23 800  8:38.03 800  8:38.49 800  8:38.45 800  8:43.12 800  8:43.92 800  8:41.72 800

背泳ぎ 山本　遥斗 高1 木下　大輔 高1 邑田　裕斗 高3 三浦　広大 高3 中村　一弥 高2 芝　　洸太 高1 佐藤　悠斗 高3 加藤　　竣 高3 佐藤　雄也 高2 加藤　弘樹 高1

100m 豊川 大垣商業 城南静岡 豊川 浜松商業 名古屋 飛龍 磐田農業 愛工大名電 城南静岡

予選 59.45 1:00.01 1:00.07 1:00.32 1:00.56 1:00.89 1:00.93 1:00.96 1:01.34 1:01.90
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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

背泳ぎ 山本　遥斗 高1 木下　大輔 高1 三浦　広大 高3 邑田　裕斗 高3 鬼頭　孝明 高2 加藤　　竣 高3 芝　　洸太 高1 富田　竜斗 高2 永田　　望 高1 平野　裕大 高2

200m 豊川 大垣商業 豊川 城南静岡 名古屋 磐田農業 名古屋 清林館 静岡東 城南静岡

予選 2:06.57 2:07.92 2:10.14 2:11.24 2:11.38 2:12.51 2:12.57 2:13.48 2:13.98 2:14.14

背泳ぎ 山本　遥斗 高1 木下　大輔 高1 邑田　裕斗 高3 三浦　広大 高3 中村　一弥 高2 加藤　　竣 高3 芝　　洸太 高1 佐藤　雄也 高2 加藤　弘樹 高1 佐藤　悠斗 高3

100m 豊川 大垣商業 城南静岡 豊川 浜松商業 磐田農業 名古屋 愛工大名電 城南静岡 飛龍

決勝 58.49 59.04 1:00.01 1:00.19 1:00.41 1:00.55 1:01.17 1:01.31 1:01.96 1:02.64

背泳ぎ 山本　遥斗 高1 木下　大輔 高1 邑田　裕斗 高3 三浦　広大 高3 鬼頭　孝明 高2 芝　　洸太 高1 加藤　　竣 高3 永田　　望 高1 平野　裕大 高2 富田　竜斗 高2

200m 豊川 大垣商業 城南静岡 豊川 名古屋 名古屋 磐田農業 静岡東 城南静岡 清林館

決勝 2:04.86 2:07.38 2:08.60 2:09.38 2:11.11 2:11.50 2:11.99 2:13.46 2:14.74 2:16.02

平泳ぎ 大久保琳太郎 高3 上田涼太郎 高3 内山　雅貴 高3 荒田　憲助 高1 坪井　勢真 高3 桜井　　瞭 高3 山田　修嗣 高2 辻田　裕也 高1 中川　晴貴 高3 辻　　太規 高2

100m 豊川 城南静岡 伊東 沼津東 磐田農業 愛み大瑞穂 名古屋 飛龍 飛龍 県立岐阜商

予選 1:03.62 1:04.51 1:05.56 1:05.87 1:05.97 1:06.22 1:06.32 1:06.33 1:06.34 1:06.36

平泳ぎ 大久保琳太郎 高3 今井　流星 高1 中川　晴貴 高3 菅沼　宏太 高1 辻　　太規 高2 荒田　憲助 高1 加納　拓也 高3 上田涼太郎 高3 辻田　裕也 高1 佐久間一輝 高3

200m 豊川 豊川 飛龍 浜名 県立岐阜商 沼津東 県立岐阜商 城南静岡 飛龍 名古屋

予選 2:18.24 2:18.28 2:19.61 2:20.86 2:21.01 2:21.14 2:21.63 2:21.85 2:22.06 2:22.46

平泳ぎ 大久保琳太郎 高3 上田涼太郎 高3 荒田　憲助 高1 坪井　勢真 高3 辻田　裕也 高1 山田　修嗣 高2 桜井　　瞭 高3 辻　　太規 高2 中川　晴貴 高3 内山　雅貴 高3

100m 豊川 城南静岡 沼津東 磐田農業 飛龍 名古屋 愛み大瑞穂 県立岐阜商 飛龍 伊東

決勝 1:02.81 1:04.35 1:05.39 1:05.69 1:05.75 1:05.80 1:05.99 1:06.04 1:06.09 1:06.10

(大会新)

平泳ぎ 大久保琳太郎 高3 今井　流星 高1 中川　晴貴 高3 上田涼太郎 高3 辻田　裕也 高1 荒田　憲助 高1 加納　拓也 高3 菅沼　宏太 高1 辻　　太規 高2 佐久間一輝 高3

200m 豊川 豊川 飛龍 城南静岡 飛龍 沼津東 県立岐阜商 浜名 県立岐阜商 名古屋

決勝 2:14.26 2:18.16 2:18.35 2:19.56 2:19.99 2:21.14 2:21.22 2:21.36 2:21.39 2:24.92

(大会新)

バタフライ 徳本　　隼 高2 丸山　龍希 高3 佐藤　雄也 高2 津田　拓也 高3 間瀬　大雅 高1 長沼　大輝 高2 佐藤　悠斗 高3 新見　　心 高2 佐々木悠輝 高2 榊原　侑馬 高3

100m 豊川 中津 愛工大名電 名古屋 東邦 多治見西 飛龍 愛工大名電 愛工大名電 豊川

予選 55.54 56.77 56.85 57.10 57.47 57.55 57.70 58.11 58.30 58.40

バタフライ 徳本　　隼 高2 榊原　侑馬 高3 津田　拓也 高3 丸山　龍希 高3 長沼　大輝 高2 岩田　睦生 高1 新見　　心 高2 濱野　天暢 高3 石渡　和摩 高3 横田　直樹 高3

200m 豊川 豊川 名古屋 中津 多治見西 豊川 愛工大名電 名古屋 飛龍 浜名

予選 2:03.59 2:04.41 2:04.87 2:05.13 2:05.19 2:08.05 2:08.94 2:09.01 2:09.32 2:09.43

バタフライ 徳本　　隼 高2 丸山　龍希 高3 津田　拓也 高3 長沼　大輝 高2 新見　　心 高2 間瀬　大雅 高1 榊原　侑馬 高3 佐々木悠輝 高2 佐藤　雄也 高2 佐藤　悠斗 高3

100m 豊川 中津 名古屋 多治見西 愛工大名電 東邦 豊川 愛工大名電 愛工大名電 飛龍

決勝 54.96 56.51 56.96 57.74 57.80 57.84 57.93 58.04 58.25 58.35
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2014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/01

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 徳本　　隼 高2 津田　拓也 高3 長沼　大輝 高2 榊原　侑馬 高3 丸山　龍希 高3 岩田　睦生 高1 横田　直樹 高3 石渡　和摩 高3 濱野　天暢 高3 新見　　心 高2

200m 豊川 名古屋 多治見西 豊川 中津 豊川 浜名 飛龍 名古屋 愛工大名電

決勝 2:02.75 2:03.42 2:03.79 2:04.22 2:04.62 2:04.63 2:08.93 2:09.29 2:11.09 2:12.43

(大会新)

個人メドレー 山田　泰也 高3 伊藤　晃平 高1 伊藤　大智 高2 高橋虎二郎 高2 菊池　裕雅 高1 安芸　祐作 高3 佐藤　正都 高2 佐藤　悠太 高3 山口七海生 高1 鈴木　大輔 高3

200m 豊川 名古屋 豊川 静岡東 尾鷲 刈谷 名古屋 名古屋 豊川 都留

予選 2:07.95 2:09.53 2:09.58 2:09.95 2:10.43 2:10.78 2:11.41 2:12.03 2:12.25 2:12.31

個人メドレー 山田　泰也 高3 伊藤　大智 高2 高橋虎二郎 高2 伊藤　晃平 高1 菊池　裕雅 高1 佐藤　悠太 高3 佐藤　正都 高2 鈴木　大輔 高3 山口七海生 高1 安芸　祐作 高3

200m 豊川 豊川 静岡東 名古屋 尾鷲 名古屋 名古屋 都留 豊川 刈谷

決勝 2:04.91 2:08.22 2:09.05 2:09.30 2:10.63 2:10.75 2:11.07 2:11.38 2:13.02 2:14.47

個人メドレー 山田　泰也 高3 伊藤　大智 高2 佐藤　悠太 高3 伊藤　晃平 高1 富田　　改 高3 庄司京ノ介 高3 山口七海生 高1 菊池　裕雅 高1 川庄　　輝 高2 安芸　祐作 高3

400m 豊川 豊川 名古屋 名古屋 飛龍 飛龍 豊川 尾鷲 東邦 刈谷

タイム決勝 4:25.01 4:33.10 4:34.09 4:36.02 4:38.17 4:39.00 4:40.19 4:40.94 4:42.06 4:43.23

リレー 豊川 高 名古屋 高 愛工大名電 高 県立岐阜商 高 飛龍 高 伊東 高 城南静岡 高 愛み大瑞穂 高 東邦 高 浜名 高

200m 難波　　暉 高3 平沼　晃多 高2 越　　嵩剛 高3 杉山　稔弥 高1 中村　陽太 高2 高瀬　俊輝 高2 上田涼太郎 高3 杉山　太一 高2 矢野　訓史 高1 椛　　正貴 高3

タイム決勝 山田　泰也 高3 林　凌太郎 高3 佐々木悠輝 高2 井上　奨真 高3 畑中　拓馬 高3 村上　　了 高3 森下　　陸 高2 山内　冬威 高3 牧村　高志 高1 横田　直樹 高3

伊藤　大智 高2 津田　拓也 高3 佐藤　雄也 高2 北川　友貴 高2 金刺　将平 高2 内山　雅貴 高3 加藤　弘樹 高1 林　　一樹 高3 間瀬　大雅 高1 菅沼　宏太 高1

神近　洋佑 高2 三輪　亮介 高2 福田　修平 高3 井上　敦博 高3 佐藤　悠斗 高3 高栖　　翔 高2 平野　裕大 高2 中田　　怜 高2 川庄　　輝 高2 大村　朋矢 高1

1:35.94 Fin. 1:37.14 Fin. 1:37.71 Fin. 1:38.46 Fin. 1:38.49 Fin. 1:39.41 Fin. 1:40.19 Fin. 1:40.60 Fin. 1:40.89 Fin. 1:42.67 Fin.

   23.73 1st.    24.29 1st.    23.91 1st.    25.00 1st.    24.64 1st.    24.29 1st.    24.07 1st.    25.21 1st.    25.79 1st.    25.92 1st.

リレー 豊川 高 磐田農業 高 飛龍 高 名古屋 高 県立岐阜商 高 尾鷲 高 愛工大名電 高 東邦 高 伊東 高 城南静岡 高

800m 伊藤　大智 高2 松下　和生 高3 金刺　将平 高2 鈴木　　司 高3 井上　奨真 高3 山本　健志 高1 福田　修平 高3 間瀬　大雅 高1 高栖　　翔 高2 上田涼太郎 高3

タイム決勝 神近　洋佑 高2 尼田　　柊 高3 佐藤　悠斗 高3 早瀬　勝己 高1 井上　敦博 高3 大山　知章 高1 村上　寛斗 高1 川庄　　輝 高2 古牧佳一朗 高3 平野　裕大 高2

難波　　暉 高3 鈴木　　創 高1 岡野　広治 高1 竹内　聡汰 高1 瀧澤　　諒 高2 梅谷　　陸 高3 山田　雄大 高3 牧村　高志 高1 内山　雅貴 高3 佐野　稜太 高1

山田　泰也 高3 戸崎　　祐 高2 中村　陽太 高2 佐藤　正都 高2 若山　寛太 高2 芝田　　亮 高3 西野　竜成 高3 早矢仕拓希 高2 村上　　了 高3 邑田　裕斗 高3

7:42.75 Fin. 7:51.89 Fin. 7:52.70 Fin. 7:52.76 Fin. 7:55.90 Fin. 8:03.40 Fin. 8:04.74 Fin. 8:05.95 Fin. 8:07.18 Fin. 8:07.87 Fin.

 1:57.52 1st.  1:57.90 1st.  1:57.91 1st.  1:58.17 1st.  1:52.27 1st.  2:00.13 1st.  1:59.41 1st.  2:03.98 1st.  2:02.01 1st.  1:58.91 1st.
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第６５回浜名湾高校生選手権水泳競技大会                 男子成績一覧表 第６５回浜名湾高校生選手権水泳競技大会                 男子成績一覧表 第６５回浜名湾高校生選手権水泳競技大会                 男子成績一覧表 第６５回浜名湾高校生選手権水泳競技大会                 男子成績一覧表 

2014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/012014/05/31 ～ 2014/06/01

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 豊川 高 名古屋 高 飛龍 高 愛工大名電 高 磐田農業 高 県立岐阜商 高 尾鷲 高 城南静岡 高 都留 高 愛産大三河 高

400m 山本　遥斗 高1 伊藤　晃平 高1 富田　　改 高3 上釜　李介 高2 加藤　　竣 高3 井上　敦博 高3 菊池　泰雅 高1 邑田　裕斗 高3 鈴木　大輔 高3 河合　諒哉 高1

タイム決勝 大久保琳太郎 高3 佐藤　悠太 高3 中川　晴貴 高3 森　　拓海 高2 坪井　勢真 高3 辻　　太規 高2 菊池　裕雅 高1 佐野　稜太 高1 茂呂　佑一 高3 山内　颯馬 高3

徳本　　隼 高2 津田　拓也 高3 佐藤　悠斗 高3 佐藤　雄也 高2 矢持　郁麿 高2 加納　拓也 高3 山本　健志 高1 土井　庸義 高1 稲岡　大飛 高1 新出　拓杜 高3

難波　　暉 高3 濱野　天暢 高3 中村　陽太 高2 越　　嵩剛 高3 鈴木　　創 高1 井上　奨真 高3 大山　知章 高1 上田涼太郎 高3 堀内　栄元 高1 岩田　裕輝 高2

3:48.26 Fin. 3:58.23 Fin. 3:58.33 Fin. 3:58.50 Fin. 3:59.85 Fin. 4:00.87 Fin. 4:02.16 Fin. 4:02.98 Fin. 4:04.22 Fin. 4:04.41 Fin.

   58.83 1st.  1:02.90 1st.  1:03.72 1st.  1:01.95 1st.  1:00.95 1st.  1:04.80 1st.  1:00.27 1st.  1:01.35 1st.  1:01.62 1st.  1:05.75 1st.
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