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会場  青木町公園水泳場  会場  青木町公園水泳場  会場  青木町公園水泳場  会場  青木町公園水泳場      学校学校学校学校・・・・学年印字   学年印字   学年印字   学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 岩佐　拓馬 高1 内田竜太郎 高2 吉岡　聖流 高2 田添　弘昭 高2 寺島　偉生 高1 南湖　元貴 高2 日高　竜太 高2 川島　由伸 高1

100m 花咲徳栄 市立川口 南稜 春日部共栄 武南 春日部共栄 八潮 県立浦和

決勝 53.66 54.06 54.13 54.99 55.08 55.27 55.45 55.45

(同7位)

背泳ぎ 丸山　優稀 高2 増田　　亮 高2 滝沢　　健 高2 加藤　夏輝 高2 渡辺　皆斗 高1 栗田　晃輔 高2 井ノ上啓太 高2 長谷川惟通 高1

100m 大宮 埼玉栄 埼玉栄 春日部共栄 花咲徳栄 春日部共栄 花咲徳栄 熊谷

決勝 57.89 59.63 59.87 1:00.07 1:00.63 1:01.43 1:01.89 1:03.21

平泳ぎ 吉田　考希 高2 足立　　翔 高2 鍛冶　良一 高1 樋口　裕貴 高2 鈴木　　耀 高1 髙橋　駿太 高1 宮川　舜都 高2 大久保　樹 高1

200m 星野 慶應志木 埼玉栄 伊奈学園 伊奈学園 武南 市立川口 埼玉栄

決勝 2:18.58 2:25.57 2:26.98 2:27.61 2:28.19 2:28.21 2:32.39 2:32.42

バタフライ 山本　　駿 高1 田中　理玖 高1 市毛　将翔 高2 赤荻　　俊 高1 佐藤　　誠 高2 大倉　　亮 高1 佐久間俊輔 高2 矢島遼太郎 高2

200m 武南 春日部共栄 埼玉栄 武南 花咲徳栄 埼玉栄 武南 春日部共栄

決勝 2:03.84 2:04.89 2:06.25 2:07.26 2:08.53 2:08.74 2:08.98 2:09.52

個人メドレー 滝澤　健次 高2 羽鳥　紘輝 高1 中西秀一朗 高2 陸田　立起 高1 木暮　　渉 高2 茂木　秀斗 高2 前川　大輝 高2 服部　創真 高1

200m 立教新座 県立浦和 立教新座 伊奈学園 花咲徳栄 熊谷 花咲徳栄 埼玉栄

決勝 2:08.66 2:08.84 2:09.61 2:11.47 2:11.52 2:13.08 2:14.00 2:15.09

リレー 埼玉栄 高 花咲徳栄 高 春日部共栄 高 県立浦和 高 武南 高 熊谷 高 南稜 高 伊奈学園 高

400m 服部　大茅 高2 岩佐　拓馬 高1 田中　航希 高1 舘　　宏輔 高2 根本　昂汰 高2 茂木　秀斗 高2 吉岡　聖流 高2 陸田　立起 高1

決勝 河原　　啓 高1 前川　大輝 高2 齋田　颯真 高2 川島　由伸 高1 寺島　偉生 高1 杉山　英介 高2 前川　雄紀 高1 鈴木　　耀 高1

市毛　将翔 高2 若林　雄斗 高2 田中　理玖 高1 難波　優太 高2 小暮　悠雅 高1 長谷川惟通 高1 加藤　啓太 高1 蓮見　隼生 高1

増田　　亮 高2 木暮　　渉 高2 南湖　元貴 高2 羽鳥　紘輝 高1 羽賀　公平 高2 佐々木　俊 高2 高松　勇輔 高1 樋口　裕貴 高2

3:37.47 Fin. 3:39.37 Fin. 3:40.03 Fin. 3:42.09 Fin. 3:43.34 Fin. 3:46.86 Fin. 3:46.87 Fin. 3:47.10 Fin.

   56.04 1st.    54.51 1st.    55.13 1st.    54.97 1st.    56.21 1st.    55.01 1st.    56.15 1st.    56.23 1st.
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