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2020/09/19～2020/09/21

会場  川口市青木町公園総合運動場プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
田中直太朗  高2 尾藤　秀哉  高2 浪江　勝太  高2 石川　峻大  高2 坂梨　　守  高2 梅田　航希  高2 伊藤　啓剛  高2 船生　翔太  高2

埼玉栄 埼玉栄 春日部共栄 川口市立 朝霞 花咲徳栄 大宮東 草加東

23.85 24.22 24.43 24.53 24.70 24.73 24.91 25.05

大会新

庭野　直樹  高2 樋口　敬太  高2 岡野　健太  高1 丸橋　碧人  高2 野本　真也  高1 黒澤　　真  高1 福田　航生  高2 中牟田洸洋  高1

埼玉栄 武南 埼玉栄 慶應志木 春日部共栄 川口市立 草加西 南稜

4:00.99 4:01.47 4:04.63 4:06.80 4:06.81 4:07.85 4:08.79 4:09.15

白石　快斗  高1 嶋村　　航  高2 吉田　悠真  高1 小出　青空  高1 小澤　　幹  高1 中谷　駿斗  高2 飯島　　翔  高2 南　　祐翔  高2

武南 星野 春日部共栄 春日部共栄 埼玉栄 栄東 春日部共栄 慶應志木

2:19.64 2:19.99 2:21.13 2:22.53 2:22.72 2:22.72 2:26.10 2:28.71

（同5位）

阿部　隼汰  高2 齊藤　大翔  高1 加藤　啓伍  高1 熊倉　来緒  高1 大木　健司  高2 根本　雄斗  高2 北郷　　奏  高2 伊加田雅大  高2

埼玉栄 慶應志木 春日部共栄 埼玉栄 県立浦和 伊奈学園 朝霞 花咲徳栄

2:05.68 2:06.67 2:07.13 2:09.22 2:09.90 2:10.02 2:11.86 2:13.13

福田　圭吾  高1 川口　　開  高1 宮木　宏悦  高1 中嶋　蓮人  高1 齊藤　和真  高1 五十嵐　滉  高2 谷頭渉太昴  高1 佐々木博康  高2

武南 春日部共栄 春日部共栄 本庄東 埼玉栄 埼玉栄 ふじみ野 春日部共栄

2:06.09 2:07.76 2:08.10 2:10.97 2:11.20 2:14.03 2:14.96 2:16.38

埼玉栄  高 武南  高 春日部共栄  高 慶應志木  高 花咲徳栄  高 川口市立  高 星野  高 大宮東  高

田中直太朗  高2 樋口　敬太  高2 宮木　宏悦  高1 徳永　一賀  高2 奥田　駿太  高2 高橋　藤環  高2 梅原　　凜  高2 伊藤　啓剛  高2

丹保　　陸  高2 横田　拓人  高2 浪江　勝太  高2 齊藤　大翔  高1 梅田　航希  高2 黒澤　　真  高1 下田　翔海  高2 髙地　涼介  高2

小林　俊太  高2 阿部　　誓  高1 長島　秀哉  高1 南　　祐翔  高2 西澤　輝哉  高2 林　駿之介  高1 嶋村　　航  高2 白崎　人士  高1

尾藤　秀哉  高2 高野　琉斗  高1 野本　真也  高1 丸橋　碧人  高2 渋谷　　玲  高2 石川　峻大  高2 三富　晴人  高1 髙野　空海  高2

3:29.21  Fin. 3:33.56  Fin. 3:35.35  Fin. 3:40.23  Fin. 3:40.98  Fin. 3:42.90  Fin. 3:47.35  Fin. 3:47.35  Fin.

大会新 （同7位）

51.89  1st. 53.24  1st. 52.67  1st. 57.13  1st. 54.19  1st. 56.18  1st. 57.51  1st. 56.05  1st.

大会新  1st.
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