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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 9位
尾藤　秀哉  高2 阿部　　誓  高1 宮木　宏悦  高1 内田　武蔵  高1 浪江　勝太  高2 横田　拓人  高2 鈴木　辰明  高2 田中直太朗  高2 船生　翔太  高2

埼玉栄 武南 春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 武南 立教新座 埼玉栄 草加東

52.12 52.69 52.90 53.27 53.30 53.62 53.97 54.17 54.17

大会新 （同8位）

庭野　直樹  高2 野本　真也  高1 岡野　健太  高1 中牟田洸洋  高1 黒澤　　真  高1 廣岡　　全  高1 野口　将孝  高1 網野　春希  高2

埼玉栄 春日部共栄 埼玉栄 南稜 川口市立 武南 南稜 埼玉栄

15:46.11  Fin. 16:09.33  Fin. 16:10.74  Fin. 16:36.73  Fin. 16:38.53  Fin. 16:45.74  Fin. 16:49.86  Fin. 17:02.39  Fin.

大会新

8:26.89  800 8:36.25  800 8:36.42  800 8:49.96  800 8:49.35  800 8:51.54  800 8:56.79  800 8:57.28  800

大山　海怜  高2 長島　秀哉  高1 片山　大雅  高2 石田　　叶  高2 青木　泰樹  高1 詫摩　頼明  高2 大和田　岳  高1 野澤　幹太  高2

武南 春日部共栄 埼玉栄 花咲徳栄 県立浦和 埼玉栄 春日部共栄 武蔵越生

2:04.53 2:05.81 2:12.11 2:13.57 2:16.01 2:16.10 2:16.24 2:16.62

大会新

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

埼玉栄 星野 春日部共栄 栄東 春日部共栄 武南 慶應志木 栄東

1:04.04 1:05.00 1:06.42 1:06.93 1:06.97 1:07.16 1:07.41 1:07.43

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 立教新座  高 熊谷  高

二宮　多聞  高1 阿部　　誓  高1 浪江　勝太  高2 徳永　一賀  高2 梅田　航希  高2 林　駿之介  高1 鈴木　辰明  高2 橘　　一樹  高2

尾藤　秀哉  高2 樋口　敬太  高2 宮木　宏悦  高1 齊藤　大翔  高1 西澤　輝哉  高2 高橋　藤環  高2 本間　遥稀  高2 中溝　日陽  高1

丹保　　陸  高2 横田　拓人  高2 長島　秀哉  高1 南　　祐翔  高2 高谷　大翔  高2 黒澤　　真  高1 島田　　翼  高1 菅藤　颯太  高1

田中直太朗  高2 高野　琉斗  高1 松本　幸大  高2 丸橋　碧人  高2 奥田　駿太  高2 石川　峻大  高2 赤石　一太  高2 柳沼　颯太  高2

1:35.42  Fin. 1:38.27  Fin. 1:39.35  Fin. 1:40.27  Fin. 1:40.34  Fin. 1:40.83  Fin. 1:41.01  Fin. 1:42.06  Fin.

大会新

25.06  1st. 24.55  1st. 24.32  1st. 26.20  1st. 24.50  1st. 26.14  1st. 24.83  1st. 24.90  1st.
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