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2015/05/30 ～ 2015/05/312015/05/30 ～ 2015/05/312015/05/30 ～ 2015/05/312015/05/30 ～ 2015/05/31

会場    会場    会場    会場    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 平沼　晃多 高3 高瀬　俊輝 高3 宮田　嵐帆 高3 三輪　亮介 高3 大山　知章 高2 島　　賢人 高1 杉山　稔弥 高2 坂本　　尋 高1 大畑　友生 高3 森下　　陸 高3

50m 名古屋 伊東 名古屋 名古屋 尾鷲 豊川 県立岐阜商業 沼津東 高田 城南静岡

決勝 23.33 23.87 24.31 24.33 24.51 24.68 24.72 24.78 24.93 25.00

自由形 中村　陽太 高3 菊池　泰雅 高2 平沼　晃多 高3 川口　恭矢 高3 鈴木　　創 高2 岩田　裕輝 高3 山本　健太 高2 島　　賢人 高1 高瀬　俊輝 高3 杉山　稔弥 高2

100m 飛龍 尾鷲 名古屋 津田学園 磐田農業 愛産大三河 豊川 豊川 伊東 県立岐阜商業

決勝 52.38 52.56 52.93 52.93 53.06 53.15 53.17 53.78 53.82 54.01

(同3位)

自由形 中村　陽太 高3 川口　恭矢 高3 舩橋　拓人 高2 佐藤　正都 高3 金刺　将平 高3 松下　健太 高2 横田　　航 高2 山本　健太 高2 竹内　聡汰 高2 早瀬　勝己 高2

200m 飛龍 津田学園 豊川 名古屋 飛龍 海星 飛龍 豊川 名古屋 名古屋

決勝 1:53.31 1:54.04 1:54.40 1:54.96 1:56.82 1:57.14 1:57.40 1:57.48 1:57.71 1:58.02

自由形 今北龍之介 高2 舩橋　拓人 高2 山本　健志 高2 神近　洋佑 高3 佐藤　正都 高3 戸崎　　祐 高3 岡野　広治 高2 鶴田　宙也 高1 金刺　将平 高3 高栖　　翔 高3

400m 豊川 豊川 尾鷲 豊川 名古屋 磐田農業 飛龍 名古屋 飛龍 伊東

タイム決勝 4:00.14 4:01.11 4:01.52 4:03.04 4:04.36 4:06.21 4:07.09 4:07.70 4:08.37 4:09.12

自由形 戸崎　　祐 高3 今北龍之介 高2 神近　洋佑 高3 柚木　　穣 高3 塩谷　　翼 高3 岡野　広治 高2 伊藤　舜斗 高2 木俣　翔陽 高1 山本　健志 高2 富野　達也 高1

1500m 磐田農業 豊川 豊川 飛龍 大垣商業 飛龍 磐田農業 浜松市立 尾鷲 東邦

タイム決勝 15:51.44 Fin. 15:52.81 Fin. 16:02.15 Fin. 16:13.14 Fin. 16:14.19 Fin. 16:24.49 Fin. 16:26.38 Fin. 16:28.79 Fin. 16:28.80 Fin. 16:44.11 Fin.

 8:24.60 800  8:25.66 800  8:28.21 800  8:35.53 800  8:39.67 800  8:37.76 800  8:47.78 800  8:45.85 800  8:37.80 800  8:56.26 800

背泳ぎ 山本　遥斗 高2 木下　大輔 高2 小松　悠汰 高2 芝　　洸太 高2 中村　一弥 高3 日下部　航 高1 川瀬源太郎 高3 加藤　弘樹 高2 神近　一成 高1 齋藤　誠士 高1

100m 豊川 大垣商業 大垣商業 名古屋 浜松商業 名古屋 沼津東 城南静岡 豊川 飛龍

決勝 58.05 58.43 58.63 58.67 59.19 59.70 1:00.76 1:01.14 1:01.14 1:01.66

(同8位)

背泳ぎ 山本　遥斗 高2 木下　大輔 高2 芝　　洸太 高2 神近　一成 高1 日下部　航 高1 鬼頭　孝明 高3 永田　　望 高2 富田　竜斗 高3 中村　一弥 高3 元多　宏斗 高3

200m 豊川 大垣商業 名古屋 豊川 名古屋 名古屋 静岡東 清林館 浜松商業 東邦

決勝 2:04.11 2:07.02 2:07.85 2:08.01 2:09.04 2:10.61 2:11.06 2:11.76 2:11.78 2:12.30

平泳ぎ 今井　流星 高2 佐野　稜太 高2 辻田　裕也 高2 岡本　健佑 高1 辻　　太規 高3 山田　修嗣 高3 林　　樹生 高1 本田　雅大 高1 桃井　優太 高2 森　　拓海 高3

100m 豊川 城南静岡 飛龍 豊川 県立岐阜商業 名古屋 東邦 浜名 名古屋 愛工大名電

決勝 1:04.30 1:05.65 1:05.82 1:05.93 1:06.62 1:06.63 1:06.92 1:07.00 1:07.10 1:08.12

平泳ぎ 今井　流星 高2 辻田　裕也 高2 岡本　健佑 高1 辻　　太規 高3 菅沼　宏太 高2 佐野　稜太 高2 本田　雅大 高1 荻原　謙太 高2 佐竹　友太 高1 山田　修嗣 高3

200m 豊川 飛龍 豊川 県立岐阜商業 浜名 城南静岡 浜名 豊川 大垣商業 名古屋

決勝 2:17.48 2:20.81 2:21.61 2:22.47 2:23.39 2:24.74 2:25.35 2:25.42 2:27.03 2:27.14
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2015/05/30 ～ 2015/05/312015/05/30 ～ 2015/05/312015/05/30 ～ 2015/05/312015/05/30 ～ 2015/05/31

会場    会場    会場    会場    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3 岩田　睦生 高2 林　　正人 高1 佐藤　雄也 高3 舘　　翔汰 高1 坂本　　尋 高1 岩井　　瞭 高1 北出　幸太 高1 新見　　心 高3 廣瀬　　渡 高3

100m 豊川 豊川 飛龍 愛工大名電 豊川 沼津東 磐田農業 津田学園 愛工大名電 飛龍

決勝 54.78 55.81 56.14 56.24 56.28 56.60 56.77 56.95 57.10 57.62

バタフライ 岩田　睦生 高2 長沼　大輝 高3 徳本　　隼 高3 廣瀬　　渡 高3 北出　幸太 高1 新見　　心 高3 岩井　　瞭 高1 村上　文崇 高2 渥美　善幸 高3 水谷　耕大 高1

200m 豊川 多治見西 豊川 飛龍 津田学園 愛工大名電 磐田農業 飛龍 磐田農業 津田学園

決勝 1:59.90 2:03.04 2:03.42 2:03.64 2:05.47 2:06.17 2:06.47 2:06.67 2:07.64 2:10.27

(大会新)

個人メドレー 伊藤　晃平 高2 田崎　竜成 高3 山口七海生 高2 高橋虎二郎 高3 伊藤　大智 高3 山下　舜也 高3 奥村　拓真 高1 川庄　　輝 高3 永田　　望 高2 清　雄一朗 高2

200m 名古屋 豊川 豊川 静岡東 豊川 浜松北 名古屋 東邦 静岡東 飛龍

決勝 2:05.78 2:06.83 2:07.25 2:10.34 2:10.72 2:11.10 2:11.61 2:12.80 2:13.03 2:13.66

個人メドレー 山口七海生 高2 田崎　竜成 高3 伊藤　晃平 高2 長沼　大輝 高3 高橋虎二郎 高3 伊藤　大智 高3 菊池　裕雅 高2 山下　舜也 高3 川庄　　輝 高3 奥村　拓真 高1

400m 豊川 豊川 名古屋 多治見西 静岡東 豊川 尾鷲 浜松北 東邦 名古屋

タイム決勝 4:25.53 4:28.99 4:30.18 4:33.16 4:35.45 4:37.33 4:41.77 4:42.69 4:43.52 4:43.56

リレー 名古屋 高 豊川 高 伊東 高 愛工大名電 高 東邦 高 都留 高 城南静岡 高 愛産大三河 高 愛み大瑞穂 高 磐田農業 高

200m 平沼　晃多 高3 神近　洋佑 高3 高瀬　俊輝 高3 佐々木悠輝 高3 川庄　　輝 高3 遠藤　　渉 高3 須﨑　大祐 高2 岩田　裕輝 高3 杉山　太一 高3 内田　葉月 高2

タイム決勝 児玉　知也 高2 島　　賢人 高1 鈴木　智弘 高1 幸村　颯人 高2 森本　陸翔 高1 稲葉　直哉 高3 平野　裕大 高3 成瀬　　司 高3 市川　舜明 高1 戸崎　　祐 高3

宮田　嵐帆 高3 伊藤　大智 高3 高栖　　翔 高3 横井隆一郎 高2 松岡　修吾 高1 稲岡　大飛 高2 加藤　弘樹 高2 河合　諒哉 高2 中田　　怜 高3 伊藤　舜斗 高2

三輪　亮介 高3 山本　遥斗 高2 山村　皇輝 高3 髙野　泰有 高2 間瀬　大雅 高2 堀内　栄元 高2 森下　　陸 高3 山田　京祐 高2 後藤　雅弥 高2 鈴木　　創 高2

1:35.17 Fin. 1:36.60 Fin. 1:38.49 Fin. 1:39.48 Fin. 1:39.59 Fin. 1:39.75 Fin. 1:40.30 Fin. 1:40.97 Fin. 1:41.26 Fin. 1:41.82 Fin.

   23.41 1st.    24.21 1st.    24.03 1st.    25.27 1st.    25.27 1st.    25.30 1st.    25.25 1st.    24.79 1st.    25.20 1st.    25.89 1st.

リレー 名古屋 高 豊川 高 飛龍 高 尾鷲 高 磐田農業 高 東邦 高 県立岐阜商業 高 愛工大名電 高 津田学園 高 愛み大瑞穂 高

800m 鶴田　宙也 高1 島　　賢人 高1 岡野　広治 高2 菊池　裕雅 高2 鈴木　　創 高2 川庄　　輝 高3 小池　勇太 高3 山田　健人 高2 中村　太一 高2 美濃崎麗斗 高2

タイム決勝 佐藤　正都 高3 山口七海生 高2 金刺　将平 高3 大山　知章 高2 伊藤　舜斗 高2 早矢仕拓希 高3 杉山　稔弥 高2 新見　　心 高3 村山　裕哉 高2 中田　　怜 高3

早瀬　勝己 高2 舩橋　拓人 高2 横田　　航 高2 山本　健志 高2 内田　葉月 高2 間瀬　大雅 高2 齊藤　　巧 高3 山田　将輝 高2 関山　翔太 高1 片倉　拓海 高1

伊藤　晃平 高2 山本　健太 高2 中村　陽太 高3 長井　智哉 高3 戸崎　　祐 高3 中井　一成 高3 浅野　貴臣 高1 前田　　涼 高3 水谷　優希 高3 杉山　太一 高3

7:42.83 Fin. 7:43.31 Fin. 7:43.85 Fin. 7:58.19 Fin. 7:58.67 Fin. 8:00.05 Fin. 8:05.56 Fin. 8:09.90 Fin. 8:10.61 Fin. 8:10.71 Fin.

 1:56.80 1st.  1:56.31 1st.  1:57.42 1st.  1:57.76 1st.  1:57.47 1st.  2:01.50 1st.  2:01.95 1st.  2:06.12 1st.  2:01.18 1st.  2:02.77 1st.
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2015/05/30 ～ 2015/05/312015/05/30 ～ 2015/05/312015/05/30 ～ 2015/05/312015/05/30 ～ 2015/05/31

会場    会場    会場    会場    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 飛龍 高 名古屋 高 愛工大名電 高 城南静岡 高 大垣商業 高 東邦 高 県立岐阜商業 高 尾鷲 高 静岡東 高

400m 山本　遥斗 高2 齋藤　誠士 高1 伊藤　晃平 高2 上釜　李介 高3 加藤　弘樹 高2 小松　悠汰 高2 牧村　高志 高2 奥村　尚平 高2 横江　和哉 高1 永田　　望 高2

タイム決勝 今井　流星 高2 辻田　裕也 高2 山田　修嗣 高3 森　　拓海 高3 佐野　稜太 高2 佐竹　友太 高1 林　　樹生 高1 辻　　太規 高3 菊池　裕雅 高2 高橋虎二郎 高3

徳本　　隼 高3 廣瀬　　渡 高3 宮田　嵐帆 高3 佐藤　雄也 高3 森　　寛大 高3 塩谷　　翼 高3 間瀬　大雅 高2 齊藤　　巧 高3 菊池　泰雅 高2 高橋　克成 高3

神近　洋佑 高3 中村　陽太 高3 鶴田　宙也 高1 髙野　泰有 高2 森下　　陸 高3 木下　大輔 高2 川庄　　輝 高3 杉山　稔弥 高2 大山　知章 高2 成畑　智文 高3

3:48.45 Fin. 3:55.46 Fin. 3:55.60 Fin. 3:59.99 Fin. 4:00.31 Fin. 4:00.78 Fin. 4:01.54 Fin. 4:01.61 Fin. 4:03.76 Fin. 4:03.94 Fin.

   57.76 1st.  1:01.24 1st.  1:00.58 1st.  1:02.36 1st.  1:00.89 1st.    59.19 1st.  1:01.39 1st.  1:02.75 1st.  1:04.16 1st.  1:01.88 1st.
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