
 平成２７年度第３２回高等学校水泳スプリント競技大会     男子成績一覧表 

 2015/05/30 ～ 2015/05/30

 会場  川口市東スポーツセンター   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 荻野　　剛 高3 増田　　亮 高2 吉岡　聖流 高2 川端　宏昌 高3 本庄　智貴 高2 杉山　英介 高2 井上　　優 高3 丸山　優稀 高2

50m 武南 埼玉栄 南稜 武南 埼玉栄 熊谷 県立浦和 大宮

タイム決勝 24.11 24.28 24.52 24.58 24.68 24.70 24.74 24.77

背泳ぎ 丸山　優稀 高2 稲荷山　陸 高3 渡辺　皆斗 高1 茂木　秀斗 高2 奈良岡聖也 高3 宮本　一平 高1 長谷川惟通 高1 金田倫太朗 高2

50m 大宮 埼玉栄 花咲徳栄 熊谷 花咲徳栄 埼玉栄 熊谷 春日部

タイム決勝 26.51 27.21 27.31 27.35 27.39 27.41 27.68 27.79

平泳ぎ 宮本　一平 高1 吉田　考希 高2 石井　貴章 高3 荻野　　剛 高3 小島　淳平 高3 八木　亮成 高3 冬川　充起 高3 羽鳥　紘輝 高1

50m 埼玉栄 星野 花咲徳栄 武南 県立浦和 伊奈学園 松山 県立浦和

タイム決勝 29.29 29.59 30.24 30.47 30.78 30.83 30.85 30.86

バタフライ 日高　竜太 高2 吉野　公晴 高3 稲荷山　陸 高3 川端　宏昌 高3 内藤　良太 高3 本庄　智貴 高2 阿部　峻也 高3 杉山　英介 高2

50m 八潮 埼玉栄 埼玉栄 武南 埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 熊谷

タイム決勝 25.71 25.81 25.82 25.87 26.04 26.05 26.10 26.11

リレー 埼玉栄 高 武南 高 花咲徳栄 高 県立浦和 高 南稜 高 立教新座 高 星野 高 春日部 高

200m 増田　　亮 高2 荻野　　剛 高3 石橋　杏太 高3 羽鳥　紘輝 高1 吉岡　聖流 高2 岡本　　怜 高3 梨木　智治 高3 川辺愼太郎 高3

タイム決勝 本庄　智貴 高2 中村　大海 高3 杉野　和磨 高1 小島　淳平 高3 高松　勇輔 高1 滝澤　健次 高2 浅見　尚弘 高1 金田倫太朗 高2

内藤　良太 高3 川端　宏昌 高3 石井　貴章 高3 戸澤　潤也 高3 前川　雄紀 高1 中西秀一朗 高2 高橋　　球 高3 高橋　　陸 高3

稲荷山　陸 高3 後藤　大輝 高3 佐藤　風河 高3 井上　　優 高3 大場　一生 高2 木住野将史 高3 金谷　尚幸 高3 森川　大地 高2

1:35.80 Fin. 1:37.57 Fin. 1:38.38 Fin. 1:40.05 Fin. 1:40.61 Fin. 1:40.95 Fin. 1:41.00 Fin. 1:41.08 Fin.

   24.32 1st.    24.56 1st.    24.85 1st.    25.61 1st.    24.39 1st.    25.47 1st.    25.16 1st.    25.29 1st.

メドレーリレー 埼玉栄 高 武南 高 花咲徳栄 高 県立浦和 高 星野 高 本庄東 高 熊谷 高 南稜 高

200m 内藤　良太 高3 川端　宏昌 高3 奈良岡聖也 高3 高橋　速斗 高3 高橋　　球 高3 贄田　拓真 高1 長谷川惟通 高1 西野　陽向 高3

タイム決勝 宮本　一平 高1 中村　大海 高3 石井　貴章 高3 戸澤　潤也 高3 吉田　考希 高2 結城　　涼 高3 山根　秀一 高3 吉岡　聖流 高2

本庄　智貴 高2 後藤　大輝 高3 柳川　陽登 高2 小島　淳平 高3 梨木　智治 高3 熊田　海斗 高1 板橋　雄大 高3 前川　雄紀 高1

増田　　亮 高2 荻野　　剛 高3 佐藤　風河 高3 井上　　優 高3 金谷　尚幸 高3 田島　宏将 高3 茂木　秀斗 高2 高松　勇輔 高1

1:43.37 Fin. 1:46.34 Fin. 1:46.96 Fin. 1:47.95 Fin. 1:49.06 Fin. 1:50.19 Fin. 1:50.69 Fin. 1:50.78 Fin.

   25.47 1st.    26.16 1st.    27.58 1st.    27.77 1st.    27.96 1st.    29.06 1st.    27.44 1st.    29.10 1st.

(大会新) 1st.
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