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2015/06/06 ～ 2015/06/072015/06/06 ～ 2015/06/072015/06/06 ～ 2015/06/072015/06/06 ～ 2015/06/07

会場  浜松市総合水泳場ToBiO  会場  浜松市総合水泳場ToBiO  会場  浜松市総合水泳場ToBiO  会場  浜松市総合水泳場ToBiO  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 北木　義仁 中3 村田　迅永 中2 松村希良軌 中2 鈴木　雄策 中2 中森　　成 中2 野仲　博文 中3 庄司　知真 中3 深澤　祐介 中3 三田　健輔 中3 宮津　冬威 中3

50m 東部SS 浜名湖ＳＳ 掛川ＳＳ ｾｲｼﾝ千代田 東部SS A-１富士 Ｔ‐１２３ ｾｲｼﾝ千代田 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 浜松三方原

決勝 24.54 25.50 25.60 25.88 26.34 26.53 26.68 26.73 26.79 26.85

(大会新)

自由形 北木　義仁 中3 松村希良軌 中2 永井　駿希 中3 上野　礼登 中3 植田　夏夢 中3 野仲　博文 中3 宮津　冬威 中3 河合　　透 中3 中森　　成 中2 庄司　知真 中3

100m 東部SS 掛川ＳＳ ＪＳＳ磐田 伊豆SS とこはＳＳ A-１富士 浜松三方原 附属島田 東部SS Ｔ‐１２３

決勝 53.31 55.47 56.71 56.72 57.50 57.75 57.86 58.11 58.17 59.86

(大会新)

自由形 高野　裕也 中2 稲葉　亮介 中3 上野　礼登 中3 佐々木雄大 中2 植田　夏夢 中3 原田勝之進 中3 岡﨑　拓郎 中3 加藤　颯馬 中2 野寄　恭右 中2 三田　健輔 中3

200m 浜松曳馬 浅羽 伊豆SS A-1吉原 とこはＳＳ 神久呂 静岡東 グリーン高台 ＢＩＧ棒屋 ﾙﾈｻﾝｽ沼津

決勝 1:57.91 1:58.12 2:01.76 2:05.24 2:05.26 2:05.34 2:05.53 2:07.79 2:08.79 2:08.98

(大会新) (大会新)

自由形 稲葉　亮介 中3 高野　裕也 中2 湊　　太陽 中2 河田　真岬 中2 原田勝之進 中3 田代　有輝 中3 西原　悠真 中3 望月　奏汰 中3 加藤　颯馬 中2 野寄　恭右 中2

400m 浅羽 浜松曳馬 グリーン高台 グリーン高台 神久呂 掛川ＳＳ ビクトリー 静岡服織 グリーン高台 ＢＩＧ棒屋

タイム決勝 4:10.60 4:10.67 4:11.50 4:21.42 4:25.79 4:28.05 4:28.15 4:29.03 4:31.03 4:34.19

自由形 湊　　太陽 中2 小久保拓真 中2 河田　真岬 中2 田中　　暁 中3 田代　有輝 中3 大井　優弥 中2 永井　駿希 中3 望月　　魁 中3 西原　悠真 中3 小澤　大紀 中3

1500m グリーン高台 グリーン高台 グリーン高台 グリーン佐鳴 掛川ＳＳ A-1吉原 ＪＳＳ磐田 とこはＳＳ ビクトリー レオリブレ

タイム決勝 16:25.46 Fin. 16:40.05 Fin. 17:19.18 Fin. 17:36.33 Fin. 17:44.41 Fin. 17:50.80 Fin. 17:55.26 Fin. 17:55.29 Fin. 17:57.15 Fin. 18:21.90 Fin.

(大会新)

 8:44.27 800  8:54.44 800  9:08.43 800  9:12.37 800  9:23.30 800  9:30.27 800  9:27.38 800  9:35.83 800  9:39.78 800  9:41.84 800

背泳ぎ 杉本　蓮樹 中3 伊藤　涼斗 中3 佐塚　拓磨 中3 佐々木雄大 中2 稲葉　由悟 中2 小澤　郁也 中2 佐々木琉成 中3 鈴木　颯真 中2 新海　隆人 中3 斉藤　将之 中3

100m シャトーSC 浜名湖ＳＳ アケアクラブ A-1吉原 とこはＳＳ 浜名湖ＳＳ シャトーSC 浜松日体中 浜松入野 ｾｲｼﾝ葵の森

決勝 1:01.86 1:02.10 1:03.74 1:04.78 1:06.80 1:06.90 1:07.37 1:07.52 1:07.88 1:08.80

背泳ぎ 杉本　蓮樹 中3 伊藤　涼斗 中3 佐塚　拓磨 中3 佐々木琉成 中3 稲葉　由悟 中2 鈴木　颯真 中2 小澤　郁也 中2 斉藤　将之 中3 新海　隆人 中3 山梨　悠哉 中3

200m シャトーSC 浜名湖ＳＳ アケアクラブ シャトーSC とこはＳＳ 浜松日体中 浜名湖ＳＳ ｾｲｼﾝ葵の森 浜松入野 ｾｲｼﾝ千代田

決勝 2:13.87 2:16.08 2:17.31 2:21.18 2:21.84 2:22.93 2:25.22 2:26.61 2:28.04 2:28.14

平泳ぎ 羽二生　凌 中3 佐々木健貴 中3 濱田　修輔 中3 今泉　海人 中3 山口　凌輝 中2 釜田　起来 中2 菊池　奎吾 中3 原田竜之進 中3 新見　怜也 中3 江口隼太郎 中1

100m A-1吉原 グリーン高台 島田チャンプ エスポ とこはＳＳ レオリブレ 浜松日体中 神久呂 グランツ RSCｴﾑﾃｯｸ

決勝 1:07.43 1:09.53 1:09.81 1:10.09 1:12.13 1:12.25 1:12.87 1:13.00 1:13.12 1:13.18

平泳ぎ 今泉　海人 中3 濱田　修輔 中3 羽二生　凌 中3 山口　凌輝 中2 柴本　悠汰 中2 石原　　薫 中2 水野　克哉 中3 竹下　涼雅 中3 野澤　優太 中3 新見　怜也 中3

200m エスポ 島田チャンプ A-1吉原 とこはＳＳ エースワン 東部SS エスポ袋井 Ｔ‐１２３ 浜松曳馬 グランツ

決勝 2:27.84 2:31.17 2:32.42 2:35.31 2:37.39 2:37.88 2:38.99 2:39.34 2:39.39 2:41.92
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2015/06/06 ～ 2015/06/072015/06/06 ～ 2015/06/072015/06/06 ～ 2015/06/072015/06/06 ～ 2015/06/07

会場  浜松市総合水泳場ToBiO  会場  浜松市総合水泳場ToBiO  会場  浜松市総合水泳場ToBiO  会場  浜松市総合水泳場ToBiO  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 小林　　拓 中3 松葉　柊哉 中2 北澤　　天 中3 村田　迅永 中2 谷本　晃輝 中3 黒田竜之介 中3 杉山　泰信 中3 鈴木　虎樹 中2 鈴木　俊平 中3 大坂　岳巳 中1

100m 富塚中 浜松ＳＣ 島田チャンプ 浜名湖ＳＳ 東部SS 磐田カルチャ マコトSC浜松 城南静岡中 浜松ＳＣ 浜名湖ＳＳ

決勝 56.52 58.88 1:00.01 1:00.14 1:00.51 1:00.97 1:01.73 1:02.04 1:02.11 1:02.61

(大会新)

バタフライ 小林　　拓 中3 松葉　柊哉 中2 谷本　晃輝 中3 黒田竜之介 中3 鈴木　俊平 中3 杉山　泰信 中3 北澤　　天 中3 山梨　悠哉 中3 原崎　伊織 中1 眞田　朋幸 中2

200m 富塚中 浜松ＳＣ 東部SS 磐田カルチャ 浜松ＳＣ マコトSC浜松 島田チャンプ ｾｲｼﾝ千代田 Ｔ‐１２３ とこはＳＳ

決勝 2:07.36 2:10.07 2:11.74 2:16.87 2:18.51 2:18.92 2:20.06 2:20.65 2:23.55 2:23.92

個人メドレー 松本　周也 中3 小久保拓真 中2 鈴木　健資 中3 鈴木　健太 中2 牧野　涼介 中3 稲垣　良斗 中3 鈴木　恒陽 中2 中野　友貴 中3 大榎匠太郎 中3 森下　颯太 中3

200m 伊東ＳＳ グリーン高台 ビクトリー ＢＩＧ棒屋 宇佐美ＳＣ グリーン高台 東部SS 掛川ＳＳ とこはＳＳ Ｔ‐１２３

決勝 2:13.16 2:13.69 2:19.22 2:21.33 2:21.65 2:21.84 2:22.99 2:23.68 2:25.45 2:27.08

(大会新) (大会新)

個人メドレー 佐々木健貴 中3 松本　周也 中3 鈴木　恒陽 中2 鈴木　健資 中3 稲垣　良斗 中3 牧野　涼介 中3 大榎匠太郎 中3 笠井　裕太 中3 浅井　虹樹 中3 岸田　叡明 中3

400m グリーン高台 伊東ＳＳ 東部SS ビクトリー グリーン高台 宇佐美ＳＣ とこはＳＳ ｾｲｼﾝ葵の森 掛川ＳＳ エスポ袋井

タイム決勝 4:43.16 4:43.37 4:55.15 4:55.72 5:00.85 5:02.97 5:08.30 5:10.60 5:10.88 5:12.02

リレー 東部SS 中 浜名湖ＳＳ 中 掛川ＳＳ 中 浜松曳馬 中 浜松入野 中 浜松与進 中 浅羽 中 浜松三方原 中 附属島田 中 A-１富士 中

200m 中森　　成 中2 村田　迅永 中2 中野　友貴 中3 長坂　　樹 中3 小寺　芙雪 中1 村田アレハンドロ 中3 稲葉　亮介 中3 宮津　冬威 中3 河合　　透 中3 野仲　博文 中3

タイム決勝 谷本　晃輝 中3 大坂　岳巳 中1 田代　有輝 中3 高野　裕也 中2 星　　光流 中3 二橋　大輝 中3 石原　　武 中3 尾上　未来 中3 榛葉　　暖 中3 渡邊　和樹 中2

鈴木　恒陽 中2 鈴木　　陸 中1 青野　　賢 中2 渡邊　敬太 中3 原田　和真 中3 匂坂　謙太 中3 小澤　堅匠 中2 佐藤　道大 中3 石川　健人 中3 若月　海斗 中1

北木　義仁 中3 伊藤　涼斗 中3 松村希良軌 中2 野澤　優太 中3 新海　隆人 中3 石原　慎也 中3 石川　　樹 中3 工藤　　響 中3 松浦　栄人 中3 小林海夏人 中2

1:44.42 Fin. 1:46.88 Fin. 1:48.41 Fin. 1:49.85 Fin. 1:51.78 Fin. 1:53.47 Fin. 1:54.07 Fin. 1:54.16 Fin. 1:54.41 Fin. 1:57.08 Fin.

(大会新)

   26.42 1st.    26.15 1st.    27.06 1st.    27.74 1st.    27.81 1st.    28.04 1st.    25.96 1st.    26.80 1st.    26.79 1st.    27.19 1st.

リレー 東部SS 中 グリーン高台 中 掛川ＳＳ 中 浜名湖ＳＳ 中 静岡服織 中 神久呂 中 浜松三方原 中 A-１富士 中 浜松入野 中 附属島田 中

400m 中森　　成 中2 河田　真岬 中2 松村希良軌 中2 大坂　岳巳 中1 望月　奏汰 中3 原田勝之進 中3 宮津　冬威 中3 野仲　博文 中3 小寺　芙雪 中1 河合　　透 中3

タイム決勝 谷本　晃輝 中3 湊　　太陽 中2 田代　有輝 中3 村田　迅永 中2 堂本　悠介 中2 原田竜之進 中3 田畑　和秀 中3 塩崎　友也 中3 原田　和真 中3 榛葉　　暖 中3

鈴木　恒陽 中2 加藤　颯馬 中2 浅井　虹樹 中3 鈴木　　陸 中1 吉澤　幸神 中3 草田　七都 中3 小野田周氣 中3 高柳　健汰 中3 星　　光流 中3 青木　　智 中1

北木　義仁 中3 小久保拓真 中2 中野　友貴 中3 伊藤　涼斗 中3 内野　黎斗 中3 関口　拓海 中3 工藤　　響 中3 小林海夏人 中2 新海　隆人 中3 石川　健人 中3

3:49.40 Fin. 3:54.92 Fin. 3:56.25 Fin. 3:56.78 Fin. 4:03.80 Fin. 4:04.30 Fin. 4:06.63 Fin. 4:07.25 Fin. 4:10.01 Fin. 4:11.66 Fin.

   58.17 1st.    58.71 1st.    55.57 1st.    59.19 1st.    59.24 1st.    58.00 1st.    57.89 1st.  1:00.67 1st.  1:00.69 1st.    59.62 1st.
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2015/06/06 ～ 2015/06/072015/06/06 ～ 2015/06/072015/06/06 ～ 2015/06/072015/06/06 ～ 2015/06/07

会場  浜松市総合水泳場ToBiO  会場  浜松市総合水泳場ToBiO  会場  浜松市総合水泳場ToBiO  会場  浜松市総合水泳場ToBiO  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 グリーン高台 中 浜名湖ＳＳ 中 東部SS 中 掛川ＳＳ 中 浜松曳馬 中 附属島田 中 グランツ 中 A-１富士 中 静岡服織 中 神久呂 中

400m 小久保拓真 中2 伊藤　涼斗 中3 鈴木　恒陽 中2 松本　英門 中2 高野　裕也 中2 石川　健人 中3 白鳥龍世偉 中3 小林海夏人 中2 望月　奏汰 中3 草田　七都 中3

タイム決勝 佐々木健貴 中3 内田　　陸 中3 石原　　薫 中2 中野　友貴 中3 野澤　優太 中3 青木　　智 中1 新見　怜也 中3 上杉　龍永 中2 堂本　悠介 中2 原田竜之進 中3

河田　真岬 中2 村田　迅永 中2 谷本　晃輝 中3 松村希良軌 中2 渡邊　敬太 中3 松浦　栄人 中3 堀岡　光希 中2 塩崎　友也 中3 吉澤　幸神 中3 関口　拓海 中3

湊　　太陽 中2 大坂　岳巳 中1 中森　　成 中2 田代　有輝 中3 長坂　　樹 中3 河合　　透 中3 前田　龍佑 中3 野仲　博文 中3 内野　黎斗 中3 原田勝之進 中3

4:18.66 Fin. 4:20.14 Fin. 4:24.67 Fin. 4:25.40 Fin. 4:29.87 Fin. 4:37.15 Fin. 4:38.32 Fin. 4:39.85 Fin. 4:39.97 Fin. 4:42.85 Fin.

 1:04.97 1st.  1:04.26 1st.  1:11.19 1st.  1:10.21 1st.  1:08.87 1st.  1:11.72 1st.  1:11.11 1st.  1:13.97 1st.  1:13.46 1st.  1:22.04 1st.

2015/06/08 14:34:59 SEIKO Swimming Results System     3 / 3ページ3 / 3ページ3 / 3ページ3 / 3ページ


