
 2012年度第67回国民体育大会県予選                    高校   男子成績一覧表 

 2012/08/01 ～ 2012/08/02

 会場  川口市立青木町公園プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 山口　慶矢 高2 堀尾多輝人 高1 草生　　武 高3 石川　貴士 高1 久保　　充 高2 櫻井　圭佑 高2 坂田　真輝 高1 石川　和生 高2

50m 松山 栄東 春日部共栄 埼玉栄 市立川口 市立川口 県立浦和 武南

決勝 24.59 24.64 24.73 25.14 25.20 25.34 25.36 25.38

自由形 束原　安寿 高2 清水　流石 高3 河原塚哲史 高3 阿久津直希 高2 鈴木　優一 高2 広田　順平 高3 日下部大翔 高2 宮里　惇寛 高2

200m 春日部共栄 武南 春日部共栄 埼玉栄 川口北 伊奈学園 花咲徳栄 武南

決勝 1:53.96 1:54.84 1:55.34 1:55.37 1:56.48 1:56.53 1:56.75 1:57.00

背泳ぎ 前島　遼太 高3 栗田　一輝 高3 磯野　洋樹 高2 浦　瑠一朗 高3 加藤　一真 高1 佐々木陽巳 高1 地井　和明 高2 渡邊　勇輝 高1

200m 武南 春日部共栄 春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 市立川口 坂戸西 不動岡

決勝 2:05.68 2:08.20 2:08.33 2:08.89 2:11.15 2:11.52 2:12.13 2:12.57

平泳ぎ 大木　涼平 高3 嵯峨　　基 高1 武井　隼人 高3 進藤　大地 高2 小平　剛徳 高2 青山　流星 高3 生形　優弥 高2 山本　拓歩 高2

200m 春日部共栄 春日部共栄 伊奈学園 伊奈学園 春日部 春日部共栄 市立川口 埼玉栄

決勝 2:21.14 2:21.34 2:21.67 2:21.94 2:22.68 2:23.24 2:23.69 2:24.77

バタフライ 牧田　卓也 高3 矢島　優也 高1 小畠　涼太 高3 阿部　真吾 高3 渡部　敦士 高2 北條　　巧 高1 東谷　一希 高1 山口　翔伍 高2

200m 埼玉栄 春日部共栄 大宮東 春日部共栄 武南 熊谷 武南 川口北

決勝 2:01.34 2:03.28 2:07.43 2:07.85 2:08.90 2:09.82 2:10.58 2:11.02

(大会新)

個人メドレー 岩崎　　慶 高1 溝口　裕也 高1 高田　修平 高2 久保田敏生 高1 池田　玲央 高1 平井　献士 高1 崎村　僚太 高1 田中　幸徳 高2

400m 武南 埼玉栄 伊奈学園 埼玉栄 草加東 大宮北 伊奈学園 春日部共栄

決勝 4:33.71 4:37.73 4:40.36 4:43.68 4:44.96 4:45.49 4:49.94 4:50.25

メドレーリレー 春日部共栄 高 武南 高 埼玉栄 高 伊奈学園 高 市立川口 高 細田学園 高 県立浦和 高 松山 高

200m 磯野　洋樹 高2 前島　遼太 高3 大村　航汰 高3 郷田　光希 高3 榎本　誠也 高1 須貝　和彦 高3 岩崎　晃士 高3 粕谷　尚輝 高2

タイム決勝 大木　涼平 高3 山口　　遊 高3 浦　瑠一朗 高3 武井　隼人 高3 生形　優弥 高2 薮田　大輝 高3 犬山　慶輔 高2 松﨑　　輝 高2

阿部　真吾 高3 森田　敏広 高3 志村　貴史 高3 高田　修平 高2 久保　　充 高2 上野　　颯 高1 三田村健司 高2 増村　大輝 高2

草生　　武 高3 石川　和生 高2 杉村幸次郎 高3 広田　順平 高3 櫻井　圭佑 高2 島村　祐一 高3 坂田　真輝 高1 山口　慶矢 高2

1:46.96 Fin. 1:48.02 Fin. 1:49.38 Fin. 1:49.83 Fin. 1:51.48 Fin. 1:52.36 Fin. 1:52.70 Fin. 1:53.01 Fin.

   27.87 1st.    27.44 1st.    28.73 1st.    28.30 1st.    29.01 1st.    28.26 1st.    29.84 1st.    29.19 1st.
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 2012年度第67回国民体育大会県予選                    高校   男子成績一覧表 

 2012/08/01 ～ 2012/08/02

 会場  川口市立青木町公園プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 阿久津直希 高2 島村健太郎 高1 池田　　諒 高3 宮里　惇寛 高2 渡邉　和樹 高1 秋山　翔吾 高1 吉留　祥吾 高2 野口　龍星 高2

400m 埼玉栄 春日部共栄 春日部共栄 武南 春日部共栄 埼玉栄 大宮東 越ケ谷

決勝 4:02.22 4:04.26 4:06.87 4:07.70 4:08.26 4:08.39 4:11.96 4:14.98

自由形 広田　順平 高3 石川　和生 高2 山崎　陽太 高3 日下部大翔 高2 志村　貴史 高3 鈴木　優一 高2 岩崎　晃士 高3 堀尾多輝人 高1

100m 伊奈学園 武南 武南 花咲徳栄 埼玉栄 川口北 県立浦和 栄東

決勝 53.10 53.13 53.62 53.78 53.82 53.95 54.29 54.36

背泳ぎ 前島　遼太 高3 栗田　一輝 高3 須貝　和彦 高3 磯野　洋樹 高2 加藤　一真 高1 川上　琢也 高3 地井　和明 高2 榎本　誠也 高1

100m 武南 春日部共栄 細田学園 春日部共栄 春日部共栄 武南 坂戸西 市立川口

決勝 57.80 59.60 59.78 59.96 1:00.69 1:01.73 1:01.75 1:02.09

平泳ぎ 山本　拓歩 高2 大木　涼平 高3 青山　流星 高3 武井　隼人 高3 進藤　大地 高2 松村　優樹 高1 生形　優弥 高2 小平　剛徳 高2

100m 埼玉栄 春日部共栄 春日部共栄 伊奈学園 伊奈学園 埼玉栄 市立川口 春日部

決勝 1:04.93 1:05.37 1:06.01 1:06.01 1:06.65 1:06.72 1:07.15 1:07.32

(同3位)

バタフライ 牧田　卓也 高3 矢島　優也 高1 森田　敏広 高3 阿部　真吾 高3 小野川　旭 高3 小畠　涼太 高3 山田　拓実 高2 北條　　巧 高1

100m 埼玉栄 春日部共栄 武南 春日部共栄 正智深谷 大宮東 春日部共栄 熊谷

決勝 55.72 56.01 57.18 57.43 57.71 58.13 58.29 58.55

個人メドレー 岩崎　　慶 高1 束原　安寿 高2 滝本　将大 高1 溝口　裕也 高1 河原塚哲史 高3 高田　修平 高2 池田　玲央 高1 薮田　大輝 高3

200m 武南 春日部共栄 春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 伊奈学園 草加東 細田学園

決勝 2:07.93 2:08.76 2:10.65 2:11.27 2:11.55 2:12.20 2:14.10 2:14.11

リレー 埼玉栄 高 春日部共栄 高 武南 高 県立浦和 高 市立川口 高 花咲徳栄 高 松山 高 伊奈学園 高

200m 浦　瑠一朗 高3 草生　　武 高3 山崎　陽太 高3 坂田　真輝 高1 櫻井　圭佑 高2 佐藤　克樹 高1 山口　慶矢 高2 須永　将徳 高1

タイム決勝 志村　貴史 高3 阿部　真吾 高3 石川　和生 高2 犬山　慶輔 高2 佐々木陽巳 高1 日下部大翔 高2 柴山　祥太 高2 醍醐　　黎 高3

阿久津直希 高2 束原　安寿 高2 宮里　惇寛 高2 鍛治　謙一 高3 生形　優弥 高2 大石　健太 高2 増村　大輝 高2 広田　順平 高3

杉村幸次郎 高3 栗田　一輝 高3 清水　流石 高3 岩崎　晃士 高3 久保　　充 高2 石野　雅樹 高1 粕谷　尚輝 高2 郷田　光希 高3

1:37.01 Fin. 1:37.96 Fin. 1:38.12 Fin. 1:38.46 Fin. 1:39.32 Fin. 1:40.01 Fin. 1:40.31 Fin. 1:40.34 Fin.

   24.09 1st.    24.66 1st.    24.84 1st.    24.96 1st.    25.22 1st.    25.16 1st.    24.10 1st.    25.57 1st.
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 2012年度第67回国民体育大会県予選                    高校   女子成績一覧表 

 2012/08/01 ～ 2012/08/02

 会場  川口市立青木町公園プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 平井　稚菜 高3 山本瑠美子 高3 中田　愛海 高1 中川　南美 高2 小山田莉子 高1 生田有加里 高3 熊谷理穂美 高3 森下　日和 高3

50m 春日部共栄 春日部共栄 浦和第一女子 武南 埼玉栄 伊奈学園 市立川口 伊奈学園

決勝 26.76 26.85 27.31 27.58 27.66 27.68 27.95 27.98

自由形 鈴木　　凜 高3 安藤江理奈 高3 種部　亜耶 高3 戸川須珠子 高3 神領　　瞳 高1 山田　菜々 高3 右近　美琴 高3 原田　怜奈 高2

200m 埼玉栄 伊奈学園 市立川口 春日部共栄 春日部共栄 春日部共栄 武南 埼玉栄

決勝 2:06.70 2:07.92 2:08.01 2:09.16 2:09.75 2:09.89 2:10.78 2:11.90

背泳ぎ 梶野　美優 高1 天満　結子 高2 前田　美樹 高3 岡崎　莉子 高1 堀江　優希 高2 矢口加奈子 高3 斉藤　友菜 高1 関谷　美里 高1

200m 埼玉栄 春日部共栄 埼玉栄 伊奈学園 伊奈学園 細田学園 伊奈学園 武南

決勝 2:18.53 2:20.41 2:23.16 2:23.42 2:24.48 2:25.00 2:25.67 2:27.40

平泳ぎ 清水　春菜 高3 石井那留美 高3 関口　美咲 高1 松井　夏海 高1 岩瀬　葉月 高3 藤田　美礼 高2 岡崎　菜美 高2 伊藤　彩花 高1

200m 埼玉栄 春日部共栄 埼玉栄 武南 伊奈学園 武南 花咲徳栄 浦和明の星

決勝 2:29.41 2:32.06 2:34.43 2:38.64 2:39.25 2:40.02 2:42.38 2:43.49

バタフライ 田村　美紅 高3 北川　果歩 高3 佐藤　詠美 高3 平松　優佳 高2 厚沢　衿那 高3 大森　愛子 高3 丹羽　麻友 高1 重信　藤乃 高3

200m 埼玉栄 春日部共栄 春日部共栄 春日部共栄 武南 武南 埼玉栄 埼玉栄

決勝 2:12.71 2:17.17 2:17.48 2:21.25 2:21.50 2:21.75 2:22.33 2:23.17

個人メドレー 林　まどか 高1 田口　珠恵 高3 嶋田　雅子 高2 福田　萌花 高2 佐藤帆乃佳 高1 奥　　夏樹 高3 藤原　　雅 高2 山中　　幹 高3

400m 武南 細田学園 春日部共栄 花咲徳栄 埼玉栄 武南 細田学園 埼玉栄

決勝 5:00.55 5:05.17 5:06.12 5:13.49 5:15.82 5:17.64 5:19.62 5:23.54

メドレーリレー 埼玉栄 高 春日部共栄 高 伊奈学園 高 細田学園 高 市立川口 高 花咲徳栄 高 浦和第一女子 高 星野 高

200m 前田　美樹 高3 平井　稚菜 高3 堀江　優希 高2 矢口加奈子 高3 早川　真由 高2 田口　瑞穂 高1 福原　佳純 高2 佐久間結女 高2

タイム決勝 関口　美咲 高1 石井那留美 高3 岩瀬　葉月 高3 田口　珠恵 高3 種部　亜耶 高3 福田　萌花 高2 中矢茉奈美 高2 井上　真希 高1

田村　美紅 高3 佐藤　詠美 高3 大野　愛理 高2 金井　　遥 高2 岩田　幸江 高3 粒樂みゆき 高2 下段詩絵理 高2 久島　麗奈 高2

鈴木　　凜 高3 山本瑠美子 高3 生田有加里 高3 野口　美紗 高3 熊谷理穂美 高3 安澤由梨子 高2 中田　愛海 高1 猪浦里枝子 高2

1:57.31 Fin. 1:59.16 Fin. 2:03.66 Fin. 2:04.20 Fin. 2:05.67 Fin. 2:07.07 Fin. 2:07.84 Fin. 2:13.71 Fin.

   31.33 1st.    29.57 1st.    31.42 1st.    32.02 1st.    33.28 1st.    32.78 1st.    33.82 1st.    33.45 1st.
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 2012年度第67回国民体育大会県予選                    高校   女子成績一覧表 

 2012/08/01 ～ 2012/08/02

 会場  川口市立青木町公園プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 片岡　采子 高3 神領　　瞳 高1 安澤由梨子 高2 村上　瑠来 高1 戸川須珠子 高3 内田　柚菜 高3 原田　怜奈 高2 斉藤小夜子 高2

400m 春日部共栄 春日部共栄 花咲徳栄 武南 春日部共栄 武南 埼玉栄 埼玉栄

決勝 4:21.51 4:27.94 4:29.20 4:30.78 4:31.21 4:32.88 4:34.34 4:34.88

自由形 片岡　采子 高3 鈴木　　凜 高3 中田　愛海 高1 種部　亜耶 高3 山本瑠美子 高3 中川　南美 高2 生田有加里 高3 山田　菜々 高3

100m 春日部共栄 埼玉栄 浦和第一女子 市立川口 春日部共栄 武南 伊奈学園 春日部共栄

決勝 58.31 58.49 59.01 59.07 59.22 59.35 59.94 1:00.09

背泳ぎ 平井　稚菜 高3 梶野　美優 高1 堀江　優希 高2 前田　美樹 高3 中里　彩花 高2 金谷奈瑠美 高3 岡崎　莉子 高1 森谷　祐香 高2

100m 春日部共栄 埼玉栄 伊奈学園 埼玉栄 細田学園 春日部共栄 伊奈学園 細田学園

決勝 1:05.30 1:05.63 1:05.73 1:06.39 1:06.60 1:06.78 1:07.47 1:07.65

平泳ぎ 清水　春菜 高3 関口　美咲 高1 石井那留美 高3 杉本　　楓 高1 岩瀬　葉月 高3 藤田　美礼 高2 松井　夏海 高1 小田原薫乃 高1

100m 埼玉栄 埼玉栄 春日部共栄 春日部共栄 伊奈学園 武南 武南 伊奈学園

決勝 1:11.32 1:11.40 1:13.72 1:14.22 1:14.67 1:15.25 1:15.62 1:16.61

バタフライ 田村　美紅 高3 吉村　　歩 高2 北川　果歩 高3 齋藤　里菜 高2 佐藤　詠美 高3 岩田　幸江 高3 長谷川麻菜 高2 金井　　遥 高2

100m 埼玉栄 春日部共栄 春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 市立川口 武南 細田学園

決勝 1:00.85 1:03.02 1:03.09 1:03.97 1:04.04 1:04.76 1:04.85 1:04.88

(大会新)

個人メドレー 杉本　　楓 高1 林　まどか 高1 田口　珠恵 高3 嶋田　雅子 高2 佐藤帆乃佳 高1 林　　奈奈 高3 福田　萌花 高2 荒川　秀美 高3

200m 春日部共栄 武南 細田学園 春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 花咲徳栄 鴻巣

決勝 2:21.10 2:23.48 2:24.20 2:25.08 2:25.69 2:25.89 2:26.73 2:27.44

リレー 春日部共栄 高 埼玉栄 高 伊奈学園 高 武南 高 市立川口 高 細田学園 高 花咲徳栄 高 浦和第一女子 高

200m 平井　稚菜 高3 小山田莉子 高1 森下　日和 高3 安藤奈々子 高1 熊谷理穂美 高3 中里　彩花 高2 安澤由梨子 高2 中田　愛海 高1

タイム決勝 林　　奈奈 高3 田村　美紅 高3 堀江　優希 高2 中川　南美 高2 岩田　幸江 高3 大澤美稀子 高1 中里　美紅 高2 福原　佳純 高2

片岡　采子 高3 清水　春菜 高3 安藤江理奈 高3 伊藤　優香 高3 根岸　春香 高3 奥山　珠歩 高1 込山　未結 高1 下段詩絵理 高2

山本瑠美子 高3 鈴木　　凜 高3 生田有加里 高3 朝倉　千晶 高2 種部　亜耶 高3 野口　美紗 高3 福田　萌花 高2 中矢茉奈美 高2

1:47.58 Fin. 1:48.36 Fin. 1:50.07 Fin. 1:50.58 Fin. 1:51.04 Fin. 1:52.13 Fin. 1:53.05 Fin. 1:56.07 Fin.

   26.95 1st.    27.60 1st.    27.96 1st.    28.00 1st.    28.09 1st.    27.96 1st.    28.12 1st.    27.32 1st.
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