
   
自由形 鈴木　優太 中3 佐々木涼太 中3 竹中　　颯 中3 大西　　黎 中1 小數賀大樹 中3 金田　航史 中3 金澤　圭佑 中3 是枝　尚樹 中3 佐々木悠吾 中3 伊藤　啓剛 中1
50m 春日部 さいたま常盤 さいたま植竹 草加新田 さいたま内谷 さいたま内谷 春日部武里 川口青木 川口十二月田 上尾上平
タイム決勝 25.66 25.78 26.53 26.62 26.75 26.83 26.91 27.03 27.12 27.13

自由形 長島　智彦 中3 小數賀大樹 中3 姫路　　歩 中3 佐々木悠吾 中3 竹中　　颯 中3 中村　　陽 中2 大西　　黎 中1 大澤　　創 中2 山城　俊介 中2 鈴木　湧翔 中3
100m 川口上青木 さいたま内谷 戸田喜沢 川口十二月田 さいたま植竹 春日部武里 草加新田 立教新座 川越城南 川口十二月田

タイム決勝 56.52 57.06 57.82 58.03 58.34 59.6 59.6 01:00.5 01:00.7 01:00.7
(同6位)

自由形 長島　智彦 中3 山田　健太 中3 木根　景人 中3 栗原カーン 中2 姫路　　歩 中3 長田　剛侑 中3 橋本　駿太 中3 篠田　倖希 中2 佐藤　脩斗 中2 星　　琉斗 中2
200m 川口上青木 さいたま内谷 さいたま内谷 川口戸塚西 戸田喜沢 川口十二月田 川口青木 春日部 川口神根 川口上青木
タイム決勝 2:00.39 2:03.85 2:04.33 2:05.04 2:05.34 2:07.79 2:09.55 2:10.67 2:11.84 2:11.90

(大会新)
背泳ぎ 知久　拓人 中3 大杉　拓巳 中3 小川　　凜 中2 河野　雄大 中2 菅野　涼馬 中1 稲田　　樹 中3 横山　豪揮 中3 阿部　将馬 中2 稲田　　颯 中1 杉野　稜太 中3
50m さいたま宮原 川口上青木 さいたま木崎 栄東 川口戸塚西 八潮八幡 栄東 さいたま常盤 八潮八幡 草加新田
タイム決勝 29.43 30.28 31.09 32.33 32.4 32.43 32.48 32.49 32.85 33.23

背泳ぎ 知久　拓人 中3 大杉　拓巳 中3 大山　海怜 中1 小川　　凜 中2 菅野　涼馬 中1 阿部　将馬 中2 金田　航史 中3 岸野　智拓 中2 山崎颯太郎 中2 稲田　　颯 中1
100m さいたま宮原 川口上青木 戸田新曽 さいたま木崎 川口戸塚西 さいたま常盤 さいたま内谷 川越城南 川口十二月田 八潮八幡
タイム決勝 1:04.06 1:05.08 1:05.80 1:06.19 1:07.68 1:09.64 1:10.21 1:10.29 1:10.39 1:11.04

平泳ぎ 中間　祐介 中2 伊藤信太朗 中3 山本　　克 中3 清水　大介 中3 櫻井　勇気 中3 山口　航青 中3 伊藤　雅史 中3 北川　温也 中3 可知　晴翔 中2 小宮　希仁 中2
50m 春日部 さいたま植竹 川口安行東 川口十二月田 川口戸塚西 本庄東高附属 さいたま植竹 川越高階 川口芝東 川口上青木
タイム決勝 31.32 31.63 32.37 32.67 33.69 33.7 33.8 34.17 34.5 34.59

平泳ぎ 伊藤信太朗 中3 中間　祐介 中2 鈴木　優太 中3 山口　航青 中3 伊藤　雅史 中3 清水　大介 中3 山崎　楓太 中2 笠原颯太郎 中3 栗原　大地 中3 小宮　希仁 中2
100m さいたま植竹 春日部 春日部 本庄東高附属 さいたま植竹 川口十二月田 戸田新曽 川口十二月田 川口芝東 川口上青木
タイム決勝 1:10.12 1:10.21 1:10.47 1:11.83 1:12.30 1:12.92 1:13.00 1:13.65 1:13.97 1:14.48

バタフライ 岩城　優太 中2 井ノ上　樹 中3 阿部　隼汰 中1 吉川　陽山 中2 木根　景人 中3 是枝　尚樹 中3 高橋　和真 中2 齋藤　大輝 中3 山田　健太 中3 田口　幸貴 中3
50m 春日部 さいたま植竹 川口芝東 戸田新曽 さいたま内谷 川口青木 草加瀬崎 川口戸塚 さいたま内谷 さいたま常盤
タイム決勝 27.3 28.05 28.13 28.2 28.32 28.33 28.72 28.77 29 29.24

バタフライ 林　　太陽 中3 井ノ上　樹 中3 吉川　陽山 中2 根本　雄斗 中1 伊加田雅大 中1 櫻井　大葵 中2 宮川　由宇 中3 菅谷　祐輝 中3 濱野　圭佑 中3 二瓶　快斗 中3
100m 川口上青木 さいたま植竹 戸田新曽 上尾大石 さいたま植竹 立教新座 川口北 川口戸塚西 川口南 上尾上平
タイム決勝 1:00.00 1:02.36 1:03.34 1:05.27 1:06.08 1:06.44 1:08.08 1:08.75 1:08.91 1:09.09

個人メドレー 林　　太陽 中3 佐々木涼太 中3 山崎　楓太 中2 岩城　優太 中2 笠原颯太郎 中3 高橋　和真 中2 阿部　隼汰 中1 栗原カーン 中2 田口　幸貴 中3 篠田　倖希 中2
200m 川口上青木 さいたま常盤 戸田新曽 春日部 川口十二月田 草加瀬崎 川口芝東 川口戸塚西 さいたま常盤 春日部
タイム決勝 2:07.01 2:16.96 2:17.42 2:20.53 2:21.16 2:23.96 2:25.00 2:25.10 2:28.32 2:29.31

(大会新)

男子川口青木町公園プール
1位 2位 3位 4位 5位 9位 10位

平成28年度埼玉県水泳部対抗戦 2016/8/3
6位 7位 8位



リレー さいたま内谷 中 春日部 中 川口上青木 中 さいたま植竹 中 川口十二月田 中 戸田新曽 中 さいたま宮原 中 草加瀬崎 中 さいたま常盤 中 川口戸塚西 中
200m 木根　景人 中3 鈴木　優太 中3 林　　太陽 中3 竹中　　颯 中3 鈴木　湧翔 中3 山崎　楓太 中2 鈴木　涼太 中3 高橋　和真 中2 篠田　耕汰 中3 栗原カーン 中2
タイム決勝 小數賀大樹 中3 篠田　倖希 中2 長島　智彦 中3 伊藤信太朗 中3 笠原颯太郎 中3 大山　海怜 中1 澁沢　悠人 中3 酒井　俊樹 中3 田口　幸貴 中3 新井　琢真 中3

金田　航史 中3 中間　祐介 中2 大杉　拓巳 中3 伊藤　雅史 中3 長田　剛侑 中3 赤石　一太 中1 知久　拓人 中3 大塚　玲音 中2 山﨑　伊織 中3 櫻井　勇気 中3
山田　健太 中3 岩城　優太 中2 星　　琉斗 中2 井ノ上　樹 中3 佐々木悠吾 中3 吉川　陽山 中2 木下　雄斗 中2 成田　敦哉 中3 佐々木涼太 中3 菅野　涼馬 中1

1:45.01 Fin. 1:45.72 Fin. 1:47.64 Fin. 1:48.02 Fin. 1:48.12 Fin. 1:51.06 Fin. 1:52.24 Fin. 1:52.33 Fin. 1:52.61 Fin. 1:52.79 Fin.

26.38 1st. 25.65 1st. 25.31 1st. 26.4 1st. 27.46 1st. 27.54 1st. 28.12 1st. 27.52 1st. 30.5 1st. 27.69 1st.

メドレーリレー 川口上青木 中 さいたま植竹 中 川口十二月田 中 春日部 中 戸田新曽 中 さいたま常盤 中 さいたま内谷 中 川口戸塚西 中 川口芝東 中 川口戸塚 中
400m 大杉　拓巳 中3 伊藤信太朗 中3 佐々木悠吾 中3 箕山　龍門 中2 大山　海怜 中1 阿部　将馬 中2 金田　航史 中3 菅野　涼馬 中1 和賀井　翔 中2 斉藤　遼太 中3
タイム決勝 林　　太陽 中3 伊藤　雅史 中3 清水　大介 中3 中間　祐介 中2 山崎　楓太 中2 山﨑　伊織 中3 山田　健太 中3 櫻井　勇気 中3 栗原　大地 中3 山﨑　勇輝 中3

長島　智彦 中3 井ノ上　樹 中3 笠原颯太郎 中3 岩城　優太 中2 吉川　陽山 中2 田口　幸貴 中3 木根　景人 中3 栗原カーン 中2 阿部　隼汰 中1 齋藤　大輝 中3
星　　琉斗 中2 竹中　　颯 中3 長田　剛侑 中3 鈴木　優太 中3 赤石　一太 中1 佐々木涼太 中3 小數賀大樹 中3 新井　琢真 中3 坂井　　涼 中3 横山　太雅 中3

4:13.14 Fin. 4:17.75 Fin. 4:19.51 Fin. 4:20.15 Fin. 4:24.23 Fin. 4:27.59 Fin. 4:28.71 Fin. 4:33.27 Fin. 4:36.81 Fin. 4:38.90 Fin.
(大会新)
 1:06.46 1st.  1:05.57 1st.  1:09.41 1st.  1:12.87 1st.  1:05.80 1st.  1:09.78 1st.  1:11.73 1st.  1:10.85 1st.  1:15.54 1st.  1:11.50 1st.

川口上青木 中 さいたま植竹 中 春日部 中 さいたま内谷 中 川口十二月田 中 戸田新曽 中 さいたま常盤 中 川口戸塚西 中 さいたま宮原 中 さいたま木崎 中

総合 74 点 点73 67 点 53 点 41 点 39 点 24 点 点21 点 20 点 11


