
自由形 北川　　柊 中2 伊藤　啓剛 中2 秋山　宙夢 中2 鈴木　辰明 中2 小林　俊太 中2 大澤　　創 中3 石橋　　陸 中3 箕山　龍門 中3 二宮　多聞 中1 中村　　陽 中3

50m 越谷光陽 上尾上平 上尾西 志木 川口元郷 立教新座 川口南 春日部 伊奈小針 春日部武里

タイム決勝 24.73 24.75 25.12 25.16 25.42 25.70 25.92 25.97 26.03 26.13

自由形 北川　　柊 中2 秋山　宙夢 中2 高橋　和真 中3 小林　俊太 中2 船生　翔太 中2 髙野　琉斗 中1 岸　　聡大 中2 櫻井　大葵 中3 鈴木　辰明 中2 黒澤　　真 中1

100m 越谷光陽 上尾西 草加瀬崎 川口元郷 三郷早稲田 さい上大久保 さい八王子 立教新座 志木 さい東浦和

タイム決勝 54.55 (大会新) 55.02 (大会新) 55.53 (大会新) 55.82 56.37 56.43 56.45 56.66 56.69 56.86

背泳ぎ 阿部　　誓 中1 秋葉　大樹 中2 稲田　　颯 中2 浅川　雄多 中2 石川　峻大 中2 福貴田晃平 中2 詫摩　頼明 中2 工藤　大夢 中2 三角　一汰 中1 岩中　夏央 中2

50m 川口十二月田 坂戸若宮 八潮八幡 越谷栄進 川口十二月田 越谷栄進 幸手 さいたま田島 さい八王子 朝霞第一

タイム決勝 27.90 (大会新) 27.97 (大会新) 28.93 29.11 29.39 29.71 30.52 31.02 31.50 31.73

背泳ぎ 大山　海怜 中2 秋葉　大樹 中2 阿部　　誓 中1 五十嵐　滉 中2 稲田　　颯 中2 野澤　幹太 中2 黒澤　　真 中1 詫摩　頼明 中2 岸野　智拓 中3 工藤　大夢 中2

100m 戸田新曽 坂戸若宮 川口十二月田 さいたま木崎 八潮八幡 越生 さい東浦和 幸手 川越城南 さいたま田島

タイム決勝 59.68 (大会新) 1:01.44 1:01.94 1:02.36 1:02.65 1:03.17 1:04.61 1:04.83 1:05.64 1:06.97

平泳ぎ 中間　祐介 中3 赤堀　悠翔 中2 野口　瑛広 中3 伊藤　啓剛 中2 白石　快斗 中1 山下　智寛 中2 田村　航大 中3 坂巻　和真 中1 川口　　開 中1 鈴木　悠斗 中2

50m 春日部 さいたま常盤 さい大谷口 上尾上平 さいたま田島 朝霞第一 獨協埼玉 上尾大石 伊奈小針 さいたま植竹

タイム決勝 30.42 31.56 31.82 32.29 32.69 32.87 33.56 33.68 33.89 33.98

平泳ぎ 中間　祐介 中3 鈴木　秀翔 中2 小出　基平 中3 白石　快斗 中1 飯島　　翔 中2 小出　青空 中1 梅田　航希 中2 赤堀　悠翔 中2 佐藤　稜真 中2 野口　将則 中1

100m 春日部 三郷早稲田 春日部共栄 さいたま田島 松伏二 春日部共栄 さいたま内谷 さいたま常盤 立教新座 さい大谷口

タイム決勝 1:04.74 (大会新) 1:05.52 1:06.48 1:08.66 1:09.04 1:10.25 1:10.33 1:10.59 1:10.70 1:11.06

バタフライ 岩城　優太 中3 梅田　航希 中2 大木　健司 中2 生方　零音 中1 石橋　　陸 中3 根本　雄斗 中2 正田　憲鷹 中2 北郷　　奏 中2 武藤　壮輝 中3 横田　拓人 中2

50m 春日部 さいたま内谷 さい南浦和 さい八王子 川口南 上尾大石 さいたま大成 毛呂山 志木 戸田美笹

タイム決勝 26.02 (大会新) 26.41 (大会新) 27.26 (大会新) 27.56 (大会新) 27.99 28.01 28.04 28.22 28.35 28.49

バタフライ 大澤　　創 中3 西澤　　樹 中1 大木　健司 中2 横田　拓人 中2 生方　零音 中1 根本　雄斗 中2 濱野　晃輔 中3 正田　憲鷹 中2 武藤　壮輝 中3 北郷　　奏 中2

100m 立教新座 さい東浦和 さい南浦和 戸田美笹 さい八王子 上尾大石 川口神根 さいたま大成 志木 毛呂山

タイム決勝 59.21 59.55 59.70 1:00.56 1:00.77 1:01.06 1:01.11 1:01.29 1:01.59 1:01.72

個人メドレー 岩城　優太 中3 高橋　和真 中3 小出　基平 中3 五十嵐　滉 中2 鈴木　秀翔 中2 大山　海怜 中2 石川　峻大 中2 浅川　雄多 中2 武井　佑樹 中2 庭野　直樹 中2

100m 春日部 草加瀬崎 春日部共栄 さいたま木崎 三郷早稲田 戸田新曽 川口十二月田 越谷栄進 深谷上柴 草加新田

タイム決勝 59.82 (大会新) 59.95 (大会新) 1:02.06 1:02.53 1:02.54 1:03.23 1:03.26 1:03.59 1:04.07 1:04.20
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平成29年度 【男子】第2回埼玉県中学生春季水泳大会 平成30年3月18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
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6位 7位 8位 9位 10位

平成29年度 【男子】第2回埼玉県中学生春季水泳大会 平成30年3月18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 川口十二月田 中 越谷光陽 中 立教新座 中 越谷栄進 中 三郷早稲田 中 さいたま内谷 中 朝霞第一 中 上尾上平 中

200m 岩城　優太 中3 小出　基平 中3 石川　峻大 中2 北川　　柊 中2 大澤　　創 中3 後藤　礼有 中1 田中　秀亮 中1 梅田　航希 中2 山下　智寛 中2 清藤　快人 中3

タイム決勝 箕山　龍門 中3 吉戸　星七 中3 野田　空流 中2 竹内　光大 中2 窪田　凱斗 中3 齊藤貫太郎 中2 鈴木　秀翔 中2 竹内　柊輔 中2 杉澤　祐哉 中2 伊藤　啓剛 中2

篠田　倖希 中3 前田　怜翼 中2 伊藤　旬哉 中2 八木　　瞭 中2 熊谷　光洋 中3 福貴田晃平 中2 鈴木　海翔 中1 真柄太一郎 中2 岩中　夏央 中2 遠藤宗一郎 中3

中間　祐介 中3 鈴木ひかる 中1 杉山　　遼 中2 髙野　結斗 中2 櫻井　大葵 中3 浅川　雄多 中2 船生　翔太 中2 佐野　巧樹 中1 北原　颯大 中2 五十嵐碧哉 中2

1:42.06 (大会新) 1:44.91 (大会新) 1:47.09 Fin. 1:47.77 Fin. 1:48.10 Fin. 1:48.65 Fin. 1:48.70 Fin. 1:48.77 Fin. 1:49.56 Fin. 1:49.70 Fin.

25.14 1st. 25.47 1st. 24.79 1st. 24.59 (大会新) 25.37 1st. 27.29 1st. 28.02 1st. 25 1st. 27.76 1st. 27.03 1st.

メドレーリレー 春日部 中 立教新座 中 春日部共栄 中 朝霞第一 中 さいたま内谷 中 戸田新曽 中 越谷光陽 中 越谷栄進 中 草加栄 中 三郷早稲田 中

200m 箕山　龍門 中3 窪田　凱斗 中3 小出　基平 中3 岩中　夏央 中2 梅田　航希 中2 大山　海怜 中2 竹内　光大 中2 浅川　雄多 中2 前野　周磨 中2 田中　秀亮 中1

タイム決勝 中間　祐介 中3 佐藤　稜真 中2 小出　青空 中1 山下　智寛 中2 佐野　巧樹 中1 大野　陽希 中2 髙野　結斗 中2 齊藤貫太郎 中2 保坂　裕希 中2 鈴木　秀翔 中2

岩城　優太 中3 櫻井　大葵 中3 前田　怜翼 中2 杉澤　祐哉 中2 竹内　柊輔 中2 アマディアミン 中2 北川　　柊 中2 後藤　礼有 中1 菅谷　久遠 中2 鈴木　海翔 中1

篠田　倖希 中3 大澤　　創 中3 鈴木ひかる 中1 北原　颯大 中2 真柄太一郎 中2 赤石　一太 中2 八木　　瞭 中2 福貴田晃平 中2 西澤　輝哉 中2 船生　翔太 中2

1:52.58 (大会新) 1:58.79 Fin. 1:58.84 Fin. 2:00.24 Fin. 2:01.67 Fin. 2:01.74 Fin. 2:02.22 Fin. 2:02.79 Fin. 2:03.32 Fin. 2:03.54 Fin.

28.95 1st. 33.26 1st. 29.98 1st. 31.93 1st. 28.84 1st. 28.42 1st. 33.91 1st. 29.69 1st. 30.95 1st. 34.52 1st.

混合 三郷早稲田 中 さいたま田島 中 さいたま常盤 中 伊奈小針 中 春日部共栄 中 さい大谷口 中 さいたま木崎 中 草加瀬崎 中 朝霞第一 中 上尾大石 中

メドレーリレー 井上　結葉 中2 工藤　大夢 中2 石橋　彩愛 中2 佐藤　　茜 中2 島田　　奏 中3 野口　将孝 中1 五十嵐　滉 中2 高津みのり 中2 岩中　夏央 中2 岡田　姫依 中1

200m 鈴木　秀翔 中2 白石　快斗 中1 赤堀　悠翔 中2 川口　　開 中1 小出　青空 中1 野口　瑛広 中3 國岡　千夏 中1 原　　慶優 中2 山本　優菜 中2 坂巻　和真 中1

タイム決勝 坪　　桃子 中2 細矢　愛美 中2 田邊　　凜 中1 野村　真由 中2 原　　和奏 中1 大野　由藍 中1 中野　香澄 中2 奥山　修羽 中1 杉澤　祐哉 中2 根本　雄斗 中2

船生　翔太 中2 柴田　菜摘 中1 林　駿之介 中1 二宮　多聞 中1 小出　基平 中3 大野　瑞葉 中3 森岡　楓音 中1 伊藤　稀花 中2 酒巻　愛花 中1 北田　芽生 中2

 1:55.31 (大会新)  1:59.58 Fin.  2:01.40 Fin.  2:01.95 Fin.  2:02.07 Fin.  2:03.85 Fin.  2:04.20 Fin.  2:06.30 Fin.  2:06.89 Fin.  2:08.56 Fin.

29.91 1st. 28.26 1st. 32.87 1st. 33.25 1st. 33.4 1st. 32.57 1st. 28.35 1st. 32.7 1st. 32.66 1st. 35.99 1st.


