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2021/06/26～2021/06/28

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3 梅田　航希  高3 浪江　勝太  高3 尾藤　秀哉  高3 速水　俊輔  高2 前野　周磨  高3 鈴木　辰明  高3 阿部　　誓  高2

埼玉栄 花咲徳栄 春日部共栄 埼玉栄 埼玉栄 浦和実業 立教新座 武南

23.51 23.78 23.92 24.07 24.33 24.43 24.46 24.47

宮木　宏悦  高2 岡野　健太  高2 五十嵐　滉  高3 福田　航生  高3 中牟田洸洋  高2 木原　汰芽  高2 黒澤　　真  高2 江見　貫太  高1

春日部共栄 埼玉栄 埼玉栄 草加西 南稜 本庄東 川口市立 武南

3:50.83 4:02.82 4:04.74 4:05.55 4:05.75 4:06.38 4:07.18 4:07.27

大会新

白石　快斗  高2 小出　青空  高2 吉田　悠真  高2 嶋村　　航  高3 小澤　　幹  高2 白田　翔夢  高1 長岡　　豪  高1 亀井　颯大  高1

武南 春日部共栄 春日部共栄 星野 埼玉栄 春日部共栄 栄東 慶應志木

2:16.56 2:17.81 2:18.96 2:19.45 2:20.05 2:22.38 2:22.45 2:23.24

丹保　　陸  高3 阿部　隼汰  高3 加藤　啓伍  高2 川野　博大  高1 齊藤　大翔  高2 佐藤　杏一  高2 大木　健司  高3 根本　雄斗  高3

埼玉栄 埼玉栄 春日部共栄 武南 慶應志木 立教新座 県立浦和 伊奈学園

1:58.91 2:02.49 2:03.07 2:03.31 2:05.56 2:06.74 2:09.27 2:09.40

入江　秀行  高1 福田　圭吾  高2 樋口　敬太  高3 川口　　開  高2 中嶋　蓮人  高2 齊藤　和真  高2 関根　拓人  高3 谷頭渉太昴  高2

春日部共栄 武南 武南 春日部共栄 本庄東 埼玉栄 立教新座 ふじみ野

2:03.70 2:05.14 2:05.50 2:06.22 2:08.81 2:09.38 2:09.94 2:10.12

埼玉栄  高 春日部共栄  高 武南  高 花咲徳栄  高 慶應志木  高 熊谷  高 立教新座  高 川口市立  高

尾藤　秀哉  高3 入江　秀行  高1 阿部　　誓  高2 梅田　航希  高3 永瀬　　透  高1 橘　　一樹  高3 鈴木　辰明  高3 黒澤　　真  高2

田中直太朗  高3 浪江　勝太  高3 高野　琉斗  高2 西澤　輝哉  高3 齊藤　大翔  高2 鴇　　湖宇  高1 本間　遥稀  高3 林　駿之介  高2

五十嵐　滉  高3 佐々木博康  高3 横田　拓人  高3 石田　　叶  高3 南　　祐翔  高3 中溝　日陽  高2 島田　　翼  高2 高橋　藤環  高3

丹保　　陸  高3 宮木　宏悦  高2 樋口　敬太  高3 奥田　駿太  高3 丸橋　碧人  高3 菅藤　颯太  高2 関根　拓人  高3 舘島　　涼  高2

3:27.38  Fin. 3:31.07  Fin. 3:32.35  Fin. 3:36.91  Fin. 3:37.51  Fin. 3:39.86  Fin. 3:40.04  Fin. 3:42.22  Fin.

51.90  1st. 52.90  1st. 52.92  1st. 53.48  1st. 54.98  1st. 53.52  1st. 54.03  1st. 54.58  1st.

2021/06/26 17:30:11 SEIKO Swimming Results System
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2021/06/26～2021/06/28

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
庭野　直樹  高3 岡野　健太  高2 野口　将孝  高2 廣岡　　全  高2 川崎　翔暉  高1 黒澤　　真  高2 野本　真也  高2 油井竜太郎  高1

埼玉栄 埼玉栄 南稜 武南 立教新座 川口市立 春日部共栄 春日部共栄

15:45.31  Fin. 15:52.92  Fin. 16:19.53  Fin. 16:19.72  Fin. 16:21.87  Fin. 16:30.21  Fin. 16:37.41  Fin. 16:37.42  Fin.

大会新

8:25.65  800 8:24.03  800 8:41.88  800 8:41.02  800 8:44.43  800 8:50.64  800 8:54.32  800 8:48.37  800

宮木　宏悦  高2 樋口　敬太  高3 熊倉　来緒  高2 五十嵐　滉  高3 横田　拓人  高3 木原　汰芽  高2 江森　凰英  高1 丸橋　碧人  高3

春日部共栄 武南 埼玉栄 埼玉栄 武南 本庄東 春日部共栄 慶應志木

1:50.27 1:53.88 1:53.92 1:54.36 1:55.07 1:55.26 1:56.04 1:56.07

大山　海怜  高3 長島　秀哉  高2 片山　大雅  高3 大和田　岳  高2 石田　　叶  高3 速水　俊輔  高2 詫摩　頼明  高3 青木　泰樹  高2

武南 春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 花咲徳栄 埼玉栄 埼玉栄 県立浦和

58.37 58.88 59.49 59.65 1:00.57 1:00.85 1:01.10 1:01.59

丹保　　陸  高3 阿部　隼汰  高3 齊藤　大翔  高2 川野　博大  高1 上田　颯太  高1 萱沼　快人  高1 加藤　啓伍  高2 渋谷　　玲  高3

埼玉栄 埼玉栄 慶應志木 武南 立教新座 武南 春日部共栄 花咲徳栄

53.32 55.51 56.36 56.74 57.25 57.36 57.42 57.52

大会新

福田　圭吾  高2 川口　　開  高2 齊藤　和真  高2 関根　拓人  高3 庭野　直樹  高3 内田　優人  高2 岸　　聡大  高3 中村　元喜  高2

武南 春日部共栄 埼玉栄 立教新座 埼玉栄 花咲徳栄 埼玉栄 春日部共栄

4:27.07 4:29.95 4:35.29 4:38.83 4:42.72 4:43.98 4:44.05 4:45.11

埼玉栄  高 武南  高 春日部共栄  高 慶應志木  高 花咲徳栄  高 星野  高 立教新座  高 伊奈学園  高

片山　大雅  高3 大山　海怜  高3 長島　秀哉  高2 ロマネスアラン  高2 石田　　叶  高3 福冨　琥央  高1 関根　拓人  高3 内田　凌太  高2

小澤　　幹  高2 白石　快斗  高2 小出　青空  高2 南　　祐翔  高3 手塚　俊輔  高1 嶋村　　航  高3 佐藤　稜真  高3 武井　佑樹  高3

丹保　　陸  高3 福田　圭吾  高2 入江　秀行  高1 齊藤　大翔  高2 渋谷　　玲  高3 三富　晴人  高2 上田　颯太  高1 根本　雄斗  高3

尾藤　秀哉  高3 樋口　敬太  高3 宮木　宏悦  高2 丸橋　碧人  高3 梅田　航希  高3 梅原　　凜  高3 鈴木　辰明  高3 塚田　洋匡  高2

3:47.17  Fin. 3:50.54  Fin. 3:50.74  Fin. 3:59.16  Fin. 3:59.54  Fin. 4:00.50  Fin. 4:05.09  Fin. 4:07.39  Fin.

1:00.40  1st. 58.47  1st. 59.30  1st. 1:02.58  1st. 1:00.64  1st. 1:03.29  1st. 1:03.66  1st. 1:04.99  1st.

2021/06/27 17:17:45 SEIKO Swimming Results System
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2021/06/26～2021/06/28

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3 尾藤　秀哉  高3 堀　　颯斗  高2 梅田　航希  高3 横田　拓人  高3 前野　周磨  高3 橘　　一樹  高3 小林　俊太  高3

埼玉栄 埼玉栄 南稜 花咲徳栄 武南 浦和実業 熊谷 埼玉栄

51.12 51.85 52.78 52.95 53.04 53.20 53.22 53.48

入江　秀行  高1 大山　海怜  高3 長島　秀哉  高2 大和田　岳  高2 石田　　叶  高3 詫摩　頼明  高3 片山　大雅  高3 太田　健斗  高2

春日部共栄 武南 春日部共栄 春日部共栄 花咲徳栄 埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄

2:03.52 2:04.71 2:08.26 2:09.80 2:10.89 2:11.80 2:12.04 2:13.65

小澤　　幹  高2 嶋村　　航  高3 小出　青空  高2 長岡　　豪  高1 白石　快斗  高2 玉井　大聖  高1 中嶋　蓮人  高2 中谷　駿斗  高3

埼玉栄 星野 春日部共栄 栄東 武南 春日部共栄 本庄東 栄東

1:03.47 1:04.13 1:04.24 1:05.19 1:05.34 1:05.48 1:05.70 1:05.99

埼玉栄  高 春日部共栄  高 武南  高 立教新座  高 南稜  高 慶應志木  高 花咲徳栄  高 川口市立  高

庭野　直樹  高3 江森　凰英  高1 樋口　敬太  高3 川崎　翔暉  高1 橋本　慶尚  高2 内田　捷太  高2 西澤　輝哉  高3 黒澤　　真  高2

五十嵐　滉  高3 入江　秀行  高1 横田　拓人  高3 上田　颯太  高1 野口　将孝  高2 齊藤　大翔  高2 梅田　航希  高3 水島　優雅  高1

尾藤　秀哉  高3 川口　　開  高2 福田　圭吾  高2 鈴木　辰明  高3 堀　　颯斗  高2 丸橋　碧人  高3 内田　優人  高2 宮岡　快弥  高1

丹保　　陸  高3 宮木　宏悦  高2 川野　博大  高1 関根　拓人  高3 中牟田洸洋  高2 永瀬　　透  高1 奥田　駿太  高3 高橋　藤環  高3

7:33.72  Fin. 7:39.15  Fin. 7:41.29  Fin. 7:53.62  Fin. 7:58.50  Fin. 7:59.34  Fin. 8:02.73  Fin. 8:07.85  Fin.

1:52.60  1st. 1:56.79  1st. 1:54.04  1st. 1:59.74  1st. 2:03.18  1st. 2:02.43  1st. 1:59.86  1st. 1:57.53  1st.

2021/06/28 15:50:05 SEIKO Swimming Results System
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順位 所属名 得点
1 埼  玉：埼玉栄 194.0
2 埼  玉：春日部共栄 152.0
3 埼  玉：武南 121.0
4 埼  玉：花咲徳栄 46.0
5 埼  玉：立教新座 38.0
6 埼  玉：慶應志木 36.0
7 埼  玉：南稜 24.0
8 埼  玉：星野 18.0

SEIKO Swimming Results System2021/06/28 16:07:47

男子    総合


