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2022/06/24～2022/06/26

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
速水　俊輔  高3 岩見　俊祐  高1 村田　晴秋  高2 永瀬　　透  高2 金野　祥人  高3 萱沼　快人  高2 阿部　　誓  高3 中溝　日陽  高3

埼玉栄 春日部共栄 春日部共栄 慶應志木 埼玉栄 武南 武南 熊谷

23.96 24.01 24.04 24.19 24.23 24.34 24.38 24.52

宮木　宏悦  高3 岡野　健太  高3 野本　真也  高3 今井　柊介  高1 野口　将孝  高3 江見　貫太  高2 中牟田洸洋  高3 廣岡　　全  高3

春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 武南 南稜 武南 南稜 武南

3:58.07 4:01.53 4:02.74 4:04.08 4:05.35 4:05.46 4:06.03 4:06.65

白石　快斗  高3 吉田　悠真  高3 小出　青空  高3 亀井　颯大  高2 長岡　　豪  高2 西潟　崚大  高2 小澤　　幹  高3 福田　琢磨  高1

武南 春日部共栄 春日部共栄 慶應志木 栄東 春日部共栄 埼玉栄 埼玉栄

2:16.59 2:16.78 2:17.84 2:19.25 2:19.47 2:19.75 2:21.66 2:22.28

川野　博大  高2 川口　　開  高3 細沼　弘輔  高1 加藤　啓伍  高3 園田　陽大  高1 清水　幸輝  高1 岸田　康誠  高2 宮岡　快弥  高2

武南 春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 春日部共栄 武南 埼玉栄 川口市立

2:00.02 2:01.67 2:02.83 2:03.53 2:04.19 2:06.65 2:06.83 2:08.05

入江　秀行  高2 齊藤　和真  高3 中嶋　蓮人  高3 谷頭渉太昴  高3 本多龍之介  高2 玉井　大聖  高2 上田　颯太  高2 油井竜太郎  高2

春日部共栄 埼玉栄 本庄東 ふじみ野 武南 春日部共栄 立教新座 春日部共栄

2:03.59 2:07.75 2:08.97 2:09.02 2:09.51 2:10.75 2:11.36 2:11.66

春日部共栄  高 埼玉栄  高 武南  高 慶應志木  高 熊谷  高 花咲徳栄  高 伊奈学園  高 栄東  高

岩見　俊祐  高1 太田　健斗  高3 阿部　　誓  高3 永瀬　　透  高2 鴇　　湖宇  高2 渡邊　絢斗  高1 高柳　立空  高3 長岡　　豪  高2

江森　凰英  高2 熊倉　来緒  高3 村山　大悟  高3 齊藤　大翔  高3 平井　千翔  高2 清水　太郎  高2 北　健太郎  高3 田中　康貴  高2

宮木　宏悦  高3 内田　武蔵  高3 福田　圭吾  高3 井上　大輝  高2 石井　浩樹  高1 小林　広翔  高2 福島　直也  高3 中山　陽翔  高3

入江　秀行  高2 齊藤　和真  高3 川野　博大  高2 亀井　颯大  高2 中溝　日陽  高3 内田　優人  高3 塚田　洋匡  高3 笹倉　壮琉  高3

3:29.99  Fin. 3:32.64  Fin. 3:34.48  Fin. 3:34.82  Fin. 3:36.13  Fin. 3:37.44  Fin. 3:37.77  Fin. 3:39.26  Fin.

52.81  1st. 53.20  1st. 52.45  1st. 52.82  1st. 54.04  1st. 52.64  1st. 54.91  1st. 53.14  1st.
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