
自由形 北川　　柊 中1 大西　　黎 中2 岩城　優太 中2 藏元　泰智 中3 船生　翔太 中1 秋山　宙夢 中1 鈴木　辰明 中1 大澤　　創 中2 櫻井　海斗 中3 佐藤　孔介 中2

50m 越谷光陽 草加新田 春日部 和光第三 三郷早稲田 上尾西 志木 立教新座 立教新座 高萩北

タイム決勝 24.69 25.19 25.28 25.43 25.68 25.87 25.88 25.98 26.05 26.05 (同9位)

自由形 北川　　柊 中1 秋山　宙夢 中1 大西　　黎 中2 藏元　泰智 中3 船生　翔太 中1 小出　基平 中2 日吉　将輝 中2 佐々木悠吾 中3 櫻井　海斗 中3 山城　俊介 中2

100m 越谷光陽 上尾西 草加新田 和光第三 三郷早稲田 春日部共栄 さいたま土呂 川口十二月田 立教新座 川越城南

タイム決勝 55.61 55.69 55.90 56.30 56.41 57.08 57.20 57.82 57.89 58.39

背泳ぎ 小川　　凜 中2 横山　　源 中2 大山　海怜 中1 山崎颯太郎 中2 榊原　宏稀 中1 阿部　将馬 中2 高橋　和真 中2 岸野　智拓 中2 王　　絢輝 中2 箕山　龍門 中2

50m さいたま木崎 和光大和 戸田新曽 川口十二月田 鴻巣赤見台 さいたま常盤 草加瀬崎 川越城南 和光第三 春日部

タイム決勝 28.38 28.56 29.52 29.57 29.64 29.79 29.82 30.06 30.93 30.98

背泳ぎ 小川　　凜 中2 横山　　源 中2 大山　海怜 中1 山崎颯太郎 中2 阿部　将馬 中2 岸野　智拓 中2 稲田　　颯 中1 日吉　将輝 中2 榊原　宏稀 中1 箕山　龍門 中2

100m さいたま木崎 和光大和 戸田新曽 川口十二月田 さいたま常盤 川越城南 八潮八幡 さいたま土呂 鴻巣赤見台 春日部

タイム決勝 59.92 1:00.21 1:01.73 1:02.76 1:04.86 1:05.29 1:05.68 1:06.13 1:06.15 1:06.15 (同9位)

平泳ぎ 中間　祐介 中2 大塚　玲音 中2 鈴木　秀翔 中1 山口　航青 中3 成田　斗真 中2 吉田　圭佑 中2 山本　　克 中3 可知　晴翔 中2 髙野　結斗 中1 吉戸　星七 中2

50m 春日部 草加瀬崎 三郷早稲田 本庄東高附属 さい東浦和 さいたま植竹 川口安行東 川口芝東 越谷光陽 春日部共栄

タイム決勝 29.75 31.66 31.68 31.97 32.34 33.06 33.16 33.50 33.73 33.78

平泳ぎ 中間　祐介 中2 山崎　楓太 中2 鈴木　秀翔 中1 山口　航青 中3 成田　斗真 中2 大塚　玲音 中2 吉田　圭佑 中2 小出　基平 中2 山口　　篤 中2 岩瀬　　統 中2

100m 春日部 戸田新曽 三郷早稲田 本庄東高附属 さい東浦和 草加瀬崎 さいたま植竹 春日部共栄 さいたま木崎 さい第二東

タイム決勝 1:05.13 1:07.73 1:08.09 1:08.18 1:08.59 1:09.17 1:11.05 1:11.24 1:11.67 1:12.19

バタフライ 吉川　陽山 中2 佐々木悠吾 中3 山城　俊介 中2 大木　健司 中1 中竹　俊太 中2 藤田　脩悟 中1 櫻井　大葵 中2 安室堅一郎 中2 根本　雄斗 中1 梅田　航希 中1

50m 戸田新曽 川口十二月田 川越城南 さい南浦和 和光第二 春日部葛飾 立教新座 春日部共栄 上尾大石 さいたま内谷

タイム決勝 27.80 27.84 28.26 28.73 28.84 28.99 29.01 29.11 29.13 29.19

バタフライ 岩城　優太 中2 吉川　陽山 中2 岩田　桃良 中2 根本　雄斗 中1 武藤　壮輝 中2 大木　健司 中1 櫻井　大葵 中2 濱野　晃輔 中2 森谷　豪太 中2 田中　　翔 中2

100m 春日部 戸田新曽 川口安行東 上尾大石 志木 さい南浦和 立教新座 川口神根 立教新座 草加栄

タイム決勝 56.50 1:01.22 1:01.75 1:02.01 1:02.61 1:02.70 1:03.30 1:03.53 1:04.15 1:04.59

個人メドレー 山崎　楓太 中2 高橋　和真 中2 五十嵐　滉 中1 庭野　直樹 中1 岩瀬　　統 中2 安室堅一郎 中2 柳澤　孝輝 中2 中村　　陽 中2 浅川　雄多 中1 伊加田雅大 中1

100m 戸田新曽 草加瀬崎 さいたま木崎 草加新田 さい第二東 春日部共栄 八潮八幡 春日部武里 越谷栄進 さいたま植竹

タイム決勝 1:00.28 1:02.28 1:05.49 1:06.49 1:07.07 1:08.19 1:08.64 1:08.84 1:09.20 1:09.36

6位 7位 8位 9位 10位

平成28年度 【男子】第1回埼玉県中学生春季水泳大会 平成29年3月19日 会場　(学)立教学院 セントポールズ・アクアティックセンター

1位 2位 3位 4位 5位



6位 7位 8位 9位 10位

平成28年度 【男子】第1回埼玉県中学生春季水泳大会 平成29年3月19日 会場　(学)立教学院 セントポールズ・アクアティックセンター

1位 2位 3位 4位 5位
リレー 春日部 中 春日部共栄 中 さいたま木崎 中 立教新座 中 越谷光陽 中 八潮八幡 中 川口南 中 川口十二月田 中 草加瀬崎 中 さいたま内谷 中

200m 篠田　倖希 中2 吉戸　星七 中2 五十嵐　滉 中1 大澤　　創 中2 北川　　柊 中1 松木　智哉 中1 櫻井　雄斗 中2 中澤　由貴 中2 大塚　玲音 中2 竹内　柊輔 中1

タイム決勝 箕山　龍門 中2 小出　基平 中2 小川　　凜 中2 森谷　豪太 中2 太田　　拡 中2 柳澤　孝輝 中2 小澤　信弘 中1 山崎颯太郎 中2 高橋　和真 中2 梅田　航希 中1

中間　祐介 中2 前田　怜翼 中1 山口　　篤 中2 高津　太誠 中2 髙野　結斗 中1 菊池　諒生 中2 石橋　　陸 中2 佐々木悠吾 中3 原　　慶優 中1 福田　健人 中2

岩城　優太 中2 安室堅一郎 中2 國岡　大祐 中2 櫻井　大葵 中2 八木　　瞭 中1 稲田　　颯 中1 有本　礼冶 中2 青木　友宏 中2 五十嵐大陽 中2 佐藤　寿真 中2

1:45.43 Fin. 1:47.66 Fin. 1:48.79 Fin. 1:48.87 Fin. 1:50.18 Fin. 1:51.99 Fin. 1:52.13 Fin. 1:52.48 Fin. 1:52.55 Fin. 1:52.64 Fin.

26.88 1st. 26.90 1st. 26.93 1st. 26.19 1st. 25.33 1st. 28.40 1st. 27.78 1st. 28.71 1st. 26.24 1st. 28.09 1st.

メドレーリレー 春日部 中 戸田新曽 中 さいたま木崎 中 さいたま常盤 中 立教新座 中 春日部共栄 中 越谷光陽 中 川口南 中 川口芝東 中 川口十二月田 中

200m 箕山　龍門 中2 大山　海怜 中1 小川　　凜 中2 阿部　将馬 中2 櫻井　大葵 中2 高野　凛生 中2 太田　　拡 中2 桑名　恭成 中2 和賀井　翔 中2 野田　空流 中1

タイム決勝 中間　祐介 中2 山崎　楓太 中2 山口　　篤 中2 赤堀　悠翔 中1 大澤　　創 中2 小出　基平 中2 髙野　結斗 中1 清水　陽太 中2 可知　晴翔 中2 伊藤　旬哉 中1

岩城　優太 中2 吉川　陽山 中2 五十嵐　滉 中1 本間　遥稀 中1 森谷　豪太 中2 安室堅一郎 中2 北川　　柊 中1 石橋　　陸 中2 坂下　瑞紀 中2 笠原颯太郎 中3

篠田　倖希 中2 赤石　一太 中1 國岡　大祐 中2 長瀬　　柊 中2 高津　太誠 中2 吉戸　星七 中2 八木　　瞭 中1 櫻井　雄斗 中2 飯田　直人 中2 杉山　　遼 中1

1:55.33 Fin. 1:55.55 Fin. 1:59.28 Fin. 2:00.05 Fin. 2:02.22 Fin. 2:02.28 Fin. 2:02.86 Fin. 2:03.45 Fin. 2:04.76 Fin. 2:05.14 Fin.

30.81 1st. 29.36 1st. 28.02 1st. 29.55 1st. 30.86 1st. 33.63 1st. 32.14 1st. 32.11 1st. 32.38 1st. 32.51 1st.

混合 春日部 中 草加瀬崎 中 川口十二月田 中 さいたま木崎 中 春日部共栄 中 鴻巣赤見台 中 上尾大石 中 さいたま土呂 中 さいたま内谷 中 上尾上平 中

メドレーリレー 岩城　優太 中2 丸山　梨華 中2 関根　万紘 中2 小川　　凜 中2 島田　　奏 中2 松﨑　　圭 中2 大瀧　陸斗 中2 川合　　澪 中1 板倉さくら 中1 清藤　快人 中2

200m 中間　祐介 中2 大塚　玲音 中2 増山　和輝 中3 斉藤　幸乃 中2 小出　基平 中2 坂内皓太朗 中2 棚岡　祐太 中2 日吉　将輝 中2 森　　景子 中2 鈴木　沙和 中3

タイム決勝 北村　凜奈 中2 高橋　和真 中2 鈴木　湧翔 中3 五十嵐　滉 中1 中原　遥香 中2 神尾　明里 中2 大室　　葵 中2 高橋　　環 中2 梅田　航希 中1 加藤　夏生 中3

三浦　理音 中3 伊藤　稀花 中1 勝村　美咲 中2 三浦　夕依 中1 吉戸　星七 中2 榊原　宏稀 中1 山本　葉月 中2 江口　　昇 中2 佐藤　寿真 中2 二瓶　快斗 中3

 1:58.34 Fin.  1:59.86 Fin.  2:02.29 Fin.  2:03.12 Fin.  2:03.93 Fin.  2:07.55 Fin.  2:08.31 Fin.  2:08.57 Fin.  2:09.50 Fin.  2:09.57 Fin.

30.02 1st. 31.88 1st. 30.64 1st. 28.33 1st. 32.78 1st. 34.73 1st. 33.78 1st. 35.41 1st. 34.99 1st. 33.43 1st.


