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2018/06/02～2018/06/03

会場  浜松市総合水泳場ToBiO 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

袴田　琉勢  中3 杉本　碧波  中3 玉谷　晃聖  中3 黒川　晴斗  中3 ﾄﾞｽﾚｲｽｷﾞﾚﾙﾒ  中3 堰澤　咲弥  中3 内村　駿斗  中2 山田　　潤  中3

浜名湖ＳＳ      伊豆SS          Ｔ‐１２３      伊豆SS          城南静岡        東部ＳＳ        東部ＳＳ        とこはＳＳ      

25.57 26.00 26.25 26.31 26.40 26.45 26.46 26.71

袴田　琉勢  中3 鈴木　秀誠  中2 石上　　遼  中3 内山　太地  中3 柴田　大輝  中2 赤堀咲輝人  中3 玉谷　晃聖  中3 原　　和成  中2

浜名湖ＳＳ      レオリブレ      裾野ＳＳ        浜松日体 グリーン佐鳴    静岡服織        Ｔ‐１２３      浅羽

54.70 55.58 55.78 57.36 57.97 57.97 58.07 58.63

（同5位）

鈴木　秀誠  中2 石川　大智  中3 岩男　侑樹  中3 杉本　碧波  中3 石上　　遼  中3 菊地　善喜  中3 大塩　　陸  中2 松浦　璃空  中2

レオリブレ      浜松日体 磐田カルチャ    伊豆SS          裾野ＳＳ        浜名湖ＳＳ      グランツ        マコトSC浜松    

1:59.46 1:59.51 1:59.57 1:59.64 2:01.62 2:04.57 2:06.65 2:07.99

岩男　侑樹  中3 井上　　颯  中3 大村絋一郎  中3 菊地　善喜  中3 石川　大智  中3 稲垣　毅流  中2 大塩　　陸  中2 松浦　璃空  中2

磐田カルチャ    浜松日体 深谷ＳＣ浜松 浜名湖ＳＳ      浜松日体 マコトSC浜松    グランツ        マコトSC浜松    

4:12.65 4:16.25 4:16.84 4:16.94 4:18.79 4:21.07 4:27.78 4:30.91

大村絋一郎  中3 内野　龍次  中3 森　　達也  中2 中村　空海  中2 近藤　幹大  中3 鈴木　凜也  中3 髙　　颯太  中2 鈴木　麗央  中2

深谷ＳＣ浜松 城南静岡        静岡服織        ｾｲｼﾝ葵の森      ビクトリー      深谷ＳＣ浜松    とこはＳＳ      東部ＳＳ        

16:57.07  Fin. 17:43.17  Fin. 17:48.67  Fin. 17:48.99  Fin. 18:09.68  Fin. 18:10.16  Fin. 18:14.37  Fin. 18:24.97  Fin.

8:59.10  800 9:22.79  800 9:30.30  800 9:29.72  800 9:39.82  800 9:27.31  800 9:39.87  800 9:42.57  800

廣橋　諒人  中3 増田　修士  中2 三木　航平  中2 植田　涼誠  中3 杉山　智哉  中3 鈴木　冴侑  中3 久保田将貴  中1 天羽　　瞬  中3

浜名湖ＳＳ      浜名湖ＳＳ      浜松富塚        とこはＳＳ      RSCｴﾑﾃｯｸ        エスポ袋井      ﾙﾈｻﾝｽ沼津       磐田城山

1:00.17 1:02.93 1:04.02 1:04.64 1:06.19 1:08.63 1:08.87 1:09.04

廣橋　諒人  中3 三木　航平  中2 増田　修士  中2 杉山　智哉  中3 松浦　　颯  中3 岩本　和磨  中3 鈴木　冴侑  中3 中田　健斗  中1

浜名湖ＳＳ      浜松富塚        浜名湖ＳＳ      RSCｴﾑﾃｯｸ        ＪＳＳ磐田      ｾｲｼﾝ葵の森      エスポ袋井      グランツ        

2:08.35 2:14.99 2:19.29 2:22.83 2:26.04 2:27.28 2:29.80 2:30.65

大会新

釜田　　駿  中3 和久田康誓  中3 青島優津樹  中2 戸塚　琉斗  中3 尾崎　大輔  中3 渡部　寛大  中3 小関　　黎  中3 小森　朝陽  中2

レオリブレ      グリーン佐鳴    Ｔ‐１２３      グリーン高台    掛川ＳＳ        とこはＳＳ      浜松湖東        ＪＳＳ磐田      

1:08.22 1:09.82 1:10.51 1:10.67 1:11.59 1:12.44 1:12.61 1:12.74

井上　　颯  中3 釜田　　駿  中3 和久田康誓  中3 秋山　颯海  中3 橋戸　颯太  中3 小森　朝陽  中2 尾崎　大輔  中3 川本　陸杜  中2

浜松日体 レオリブレ      グリーン佐鳴    レオリブレ      静岡服織        ＪＳＳ磐田      掛川ＳＳ        グリーン高台    

2:21.29 2:22.99 2:31.17 2:34.04 2:35.05 2:36.00 2:36.47 2:37.10

大会新
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2018/06/02～2018/06/03

会場  浜松市総合水泳場ToBiO 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

門間　昂汰  中3 神戸　諒太  中3 中西　春稀  中1 樽角　　碧  中3 鈴木　智大  中3 ﾄﾞｽﾚｲｽｷﾞﾚﾙﾒ  中3 榊原　祥真  中3 岡田　裕司  中2

グリーン佐鳴    とこはＳＳ      RSCｴﾑﾃｯｸ        グリーン高台    ＪＳＳ磐田      城南静岡        三保黒潮ＳＣ    ハマスポ        

58.13 58.54 59.54 59.81 1:00.53 1:00.86 1:01.45 1:02.25

門間　昂汰  中3 神戸　諒太  中3 鈴木　智大  中3 中西　春稀  中1 稲垣　毅流  中2 樽角　　碧  中3 岡田　裕司  中2 杉原　羽留  中2

グリーン佐鳴    とこはＳＳ      ＪＳＳ磐田      RSCｴﾑﾃｯｸ        マコトSC浜松    グリーン高台    ハマスポ        Ｔ‐１２３      

2:08.02 2:08.91 2:11.59 2:13.34 2:14.31 2:14.47 2:16.21 2:19.66

植屋　日志  中3 杉山　大晟  中2 鈴木　雅晴  中3 稲葉　就彦  中3 栗田　　海  中3 池田真那斗  中3 石澤　孝紀  中3 津田　啓太  中3

磐田カルチャ    ｾｲｼﾝ千代田      ＢＩＧ棒屋      宇佐美ＳＣ      アケアクラブ    富士ST          グランツ        東富士ＳＣ      

2:09.45 2:12.09 2:16.75 2:20.74 2:21.29 2:22.40 2:22.46 2:23.73

大会新

植屋　日志  中3 杉山　大晟  中2 石澤　孝紀  中3 本田　唯真  中3 池田真那斗  中3 林　　涼翔  中3 稲葉　就彦  中3 栗田　　海  中3

磐田カルチャ    ｾｲｼﾝ千代田      グランツ        グリーン高台    富士ST          静岡服織        宇佐美ＳＣ      アケアクラブ    

4:32.75 4:43.00 4:57.42 4:58.78 4:59.04 5:01.43 5:02.93 5:06.13

大会新

浜名湖ＳＳ  中 浜松日体  中 とこはＳＳ  中 RSCｴﾑﾃｯｸ  中 マコトSC浜松  中 東部ＳＳ  中 アケアクラブ  中 グランツ  中

袴田　琉勢  中3 石川　大智  中3 山田　　潤  中3 中西　春稀  中1 稲垣　毅流  中2 堰澤　咲弥  中3 寺田　　迅  中3 大塩　　陸  中2

廣橋　諒人  中3 井上　　颯  中3 神戸　諒太  中3 杉山　智哉  中3 鈴木　歩夢  中3 内村　駿斗  中2 栗田　　海  中3 新村　哲平  中3

菊地　善喜  中3 新林　　空  中3 渡部　寛大  中3 吉野　陽大  中2 前島　碧衣  中2 鈴木　麗央  中2 河辺　裕斗  中2 山本　裕斗  中3

増田　修士  中2 内山　太地  中3 植田　涼誠  中3 夏目　悠貴  中1 松浦　璃空  中2 山ノ内海吏  中1 壬生　太朗  中1 石澤　孝紀  中3

1:44.11  Fin. 1:45.57  Fin. 1:46.58  Fin. 1:48.83  Fin. 1:50.40  Fin. 1:51.17  Fin. 1:51.50  Fin. 1:52.22  Fin.

25.69  1st. 25.68  1st. 26.63  1st. 26.49  1st. 26.95  1st. 26.57  1st. 26.88  1st. 27.85  1st.

浜名湖ＳＳ  中 浜松日体  中 磐田カルチャ  中 グリーン佐鳴  中 静岡服織  中 RSCｴﾑﾃｯｸ  中 マコトSC浜松  中 新居  中

廣橋　諒人  中3 内山　太地  中3 植屋　日志  中3 門間　昂汰  中3 林　　涼翔  中3 中西　春稀  中1 稲垣　毅流  中2 西川　朋輝  中3

袴田　琉勢  中3 新林　　空  中3 岩男　侑樹  中3 和久田康誓  中3 橋戸　颯太  中3 杉山　智哉  中3 松浦　璃空  中2 吉田　航成  中3

菊地　善喜  中3 井上　　颯  中3 浦田　京佑  中3 山口　晏空  中2 森　　達也  中2 吉野　陽大  中2 前島　碧衣  中2 柏木　颯羽  中2

増田　修士  中2 石川　大智  中3 鈴木　凰生  中1 柴田　大輝  中2 赤堀咲輝人  中3 夏目　悠貴  中1 鈴木　雄也  中2 山本　凌輔  中2

3:47.70  Fin. 3:50.25  Fin. 3:57.19  Fin. 3:58.71  Fin. 4:00.53  Fin. 4:01.32  Fin. 4:02.69  Fin. 4:03.59  Fin.

大会新

56.76  1st. 56.82  1st. 56.31  1st. 57.73  1st. 58.94  1st. 57.10  1st. 57.82  1st. 59.02  1st.
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2018/06/02～2018/06/03

会場  浜松市総合水泳場ToBiO 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

浜名湖ＳＳ  中 とこはＳＳ  中 浜松日体  中 Ｔ‐１２３  中 グリーン高台  中 ＪＳＳ磐田  中 静岡服織  中 アケアクラブ  中

廣橋　諒人  中3 植田　涼誠  中3 石川　大智  中3 良知　唯月  中3 樽角　　碧  中3 松浦　　颯  中3 森　　達也  中2 河辺　裕斗  中2

宮崎　海里  中1 渡部　寛大  中3 井上　　颯  中3 青島優津樹  中2 川本　陸杜  中2 小森　朝陽  中2 橋戸　颯太  中3 栗田　　海  中3

袴田　琉勢  中3 神戸　諒太  中3 新林　　空  中3 杉原　羽留  中2 戸塚　琉斗  中3 鈴木　智大  中3 赤堀咲輝人  中3 寺田　　迅  中3

菊地　善喜  中3 山田　　潤  中3 内山　太地  中3 玉谷　晃聖  中3 本田　唯真  中3 浜田　俐玖  中1 林　　涼翔  中3 壬生　太朗  中1

4:16.15  Fin. 4:17.30  Fin. 4:19.10  Fin. 4:25.78  Fin. 4:29.78  Fin. 4:31.08  Fin. 4:32.67  Fin. 4:34.16  Fin.

1:01.17  1st. 1:05.07  1st. 1:05.33  1st. 1:10.90  1st. 1:05.64  1st. 1:10.94  1st. 1:14.71  1st. 1:12.35  1st.
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