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2013/06/01 ～ 2013/06/012013/06/01 ～ 2013/06/012013/06/01 ～ 2013/06/012013/06/01 ～ 2013/06/01

会場  川口東スポーツセンター  会場  川口東スポーツセンター  会場  川口東スポーツセンター  会場  川口東スポーツセンター  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   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3 坂田　真輝 高2 山﨑　　翼 高3 久保　　充 高3 櫻井　圭佑 高3 阿久津直希 高3 日下部大翔 高3 石川　貴士 高2

50m 松山 県立浦和 花咲徳栄 市立川口 市立川口 埼玉栄 花咲徳栄 埼玉栄

タイム決勝 24.10 24.22 24.38 24.54 24.54 24.57 24.58 24.62

(同4位)

背泳ぎ 内藤　良太 高1 地井　和明 高3 関矢　雄太 高1 秋山　翔吾 高2 榎本　誠也 高2 山﨑　　翼 高3 小島　佑斗 高2 奈良岡聖也 高1

50m 埼玉栄 坂戸西 埼玉栄 埼玉栄 市立川口 花咲徳栄 ふじみ野 花咲徳栄

タイム決勝 26.34 27.40 27.56 27.68 27.84 27.84 27.98 28.09

(同5位)

平泳ぎ 小平　剛徳 高3 山本　拓歩 高3 石井　貴章 高1 川辺愼太郎 高1 坂田　真輝 高2 犬山　慶輔 高3 溝口　裕也 高2 小室　俊貴 高2

50m 春日部 埼玉栄 花咲徳栄 春日部 県立浦和 県立浦和 埼玉栄 坂戸西

タイム決勝 29.82 29.85 30.24 30.62 30.62 30.71 30.80 30.80

(同4位) (同7位)

バタフライ 堀尾多輝人 高2 石川　貴士 高2 鈴木　優一 高3 遠藤　幸宏 高2 中川　　諒 高3 阿久津直希 高3 稲荷山　陸 高1 中村　大海 高1

50m 栄東 埼玉栄 川口北 星野 ふじみ野 埼玉栄 埼玉栄 武南

タイム決勝 25.24 25.64 26.09 26.25 26.31 26.34 26.42 26.59

リレー 埼玉栄 高 市立川口 高 花咲徳栄 高 栄東 高 松山 高 県立浦和 高 伊奈学園 高 武南 高

200m 石川　貴士 高2 生形　優弥 高3 山﨑　　翼 高3 柿崎　英智 高2 山口　慶矢 高3 坂田　真輝 高2 須永　将徳 高2 宮里　惇寛 高3

タイム決勝 山本　拓歩 高3 坂本　翔太 高2 日下部大翔 高3 海藤　　崚 高1 柴山　祥太 高3 三田村健司 高3 丸山　康之 高1 江袋　　亮 高3

水村　　元 高2 佐々木陽巳 高2 石井　貴章 高1 古田　泰雅 高2 増村　大輝 高3 鈴木　裕貴 高3 高田　修平 高3 加藤　尚也 高3

阿久津直希 高3 久保　　充 高3 佐藤　克樹 高2 堀尾多輝人 高2 粕谷　尚輝 高3 犬山　慶輔 高3 福田　大和 高2 宮寺　夏輝 高3

1:35.94 Fin. 1:37.98 Fin. 1:38.51 Fin. 1:38.72 Fin. 1:39.00 Fin. 1:39.28 Fin. 1:39.30 Fin. 1:40.80 Fin.

   24.18 1st.    24.94 1st.    24.77 1st.    25.10 1st.    23.81 1st.    24.20 1st.    24.79 1st.    25.09 1st.

メドレーリレー 埼玉栄 高 花咲徳栄 高 県立浦和 高 武南 高 市立川口 高 伊奈学園 高 栄東 高 大宮東 高

200m 内藤　良太 高1 奈良岡聖也 高1 栗原　　健 高1 川端　宏昌 高1 佐々木陽巳 高2 須永　将徳 高2 関口　寛教 高3 末木　滉大 高2

タイム決勝 松村　優樹 高2 石井　貴章 高1 犬山　慶輔 高3 中村　大海 高1 生形　優弥 高3 進藤　大地 高3 海藤　　崚 高1 藤間　健太 高3

石川　貴士 高2 野口　翔梧 高3 三田村健司 高3 東谷　一希 高2 榎本　誠也 高2 高田　修平 高3 堀尾多輝人 高2 吉留　祥吾 高3

阿久津直希 高3 日下部大翔 高3 坂田　真輝 高2 荻野　　剛 高1 久保　　充 高3 西岡　泰成 高3 柿崎　英智 高2 九津見大地 高2

1:44.17 Fin. 1:47.98 Fin. 1:48.50 Fin. 1:48.80 Fin. 1:49.72 Fin. 1:50.21 Fin. 1:51.60 Fin. 1:52.40 Fin.

   26.32 1st.    28.03 1st.    29.62 1st.    27.14 1st.    28.51 1st.    28.32 1st.    29.73 1st.    29.22 1st.
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2013/06/01 ～ 2013/06/012013/06/01 ～ 2013/06/012013/06/01 ～ 2013/06/012013/06/01 ～ 2013/06/01

会場  川口東スポーツセンター  会場  川口東スポーツセンター  会場  川口東スポーツセンター  会場  川口東スポーツセンター  学校・学年印字   学校・学年印字   学校・学年印字   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 黒川さくら 高1 小山田莉子 高2 中田　愛海 高2 大村　菜乃 高1 清水　結佳 高3 安澤由梨子 高3 堀江　優希 高3 朝倉　千晶 高3

50m 埼玉栄 埼玉栄 浦和第一女子 花咲徳栄 与野 花咲徳栄 伊奈学園 武南

タイム決勝 26.77 27.21 27.31 27.39 27.42 27.59 27.67 27.77

背泳ぎ 石森　瑞奈 高1 堀江　優希 高3 森谷　祐香 高3 林　　香波 高1 中里　彩花 高3 梶野　美優 高2 安澤喜和子 高1 関根　美結 高2

50m 埼玉栄 伊奈学園 細田学園 花咲徳栄 細田学園 埼玉栄 花咲徳栄 埼玉栄

タイム決勝 29.10 29.70 29.75 29.96 30.20 30.35 30.49 30.67

(大会新)

平泳ぎ 末　　陽香 高1 小田原薫乃 高2 温品　　和 高1 志賀珠理奈 高2 松井　夏海 高2 桐渕その子 高1 笠原　佑莉 高1 平岩　　萌 高1

50m 花咲徳栄 伊奈学園 本庄東 武南 武南 大宮北 星野 坂戸西

タイム決勝 33.97 34.18 34.31 34.62 34.85 35.04 35.25 35.37

バタフライ 志賀珠理奈 高2 黒川さくら 高1 石森　瑞奈 高1 長谷川麻菜 高3 大村　菜乃 高1 齋藤　里菜 高3 曽根　沙月 高1 金井　　遥 高3

50m 武南 埼玉栄 埼玉栄 武南 花咲徳栄 埼玉栄 埼玉栄 細田学園

タイム決勝 28.20 28.34 28.56 29.06 29.24 29.34 29.35 29.53

リレー 埼玉栄 高 武南 高 花咲徳栄 高 浦和第一女子 高 伊奈学園 高 大宮東 高 草加東 高 ふじみ野 高

200m 黒川さくら 高1 安藤奈々子 高2 大村　菜乃 高1 中田　愛海 高2 堀江　優希 高3 渡辺きみか 高1 生越　彩乃 高2 柳澤　友希 高1

タイム決勝 石森　瑞奈 高1 中川　南美 高3 安澤由梨子 高3 横井　七香 高1 長野　　桃 高3 内田　未優 高1 石井　文葉 高2 廣瀬　　汀 高1

関口　美咲 高2 朝倉　千晶 高3 安澤喜和子 高1 下段詩絵理 高3 田下　朋美 高3 高橋こはく 高1 西村　舞花 高2 大野奈津子 高1

小山田莉子 高2 志賀珠理奈 高2 福田　萌花 高3 福原　佳純 高3 大野　愛理 高3 森　　美咲 高3 佐藤　綾香 高3 石田　千賀 高3

1:46.85 Fin. 1:49.48 Fin. 1:49.81 Fin. 1:53.50 Fin. 1:53.80 Fin. 1:54.39 Fin. 1:56.18 Fin. 1:56.54 Fin.

   26.49 1st.    28.41 1st.    27.40 1st.    27.24 1st.    27.72 1st.    28.17 1st.    28.02 1st.    28.04 1st.

(大会新) 1st.

メドレーリレー 埼玉栄 高 花咲徳栄 高 武南 高 細田学園 高 伊奈学園 高 浦和第一女子 高 大宮東 高 星野 高

200m 梶野　美優 高2 林　　香波 高1 志賀珠理奈 高2 中里　彩花 高3 堀江　優希 高3 福原　佳純 高3 内田　未優 高1 佐久間結女 高3

タイム決勝 関口　美咲 高2 末　　陽香 高1 松井　夏海 高2 白石　裕奈 高1 武田　実聡 高3 横井　七香 高1 高橋こはく 高1 笠原　佑莉 高1

黒川さくら 高1 粒樂みゆき 高3 長谷川麻菜 高3 金井　　遥 高3 関岡　夏美 高3 下段詩絵理 高3 福本しおり 高3 久島　麗奈 高3

石森　瑞奈 高1 大村　菜乃 高1 中川　南美 高3 奥山　珠歩 高2 大野　愛理 高3 中田　愛海 高2 渡辺きみか 高1 猪浦里枝子 高3

1:56.11 Fin. 1:58.81 Fin. 2:00.02 Fin. 2:02.96 Fin. 2:03.19 Fin. 2:04.92 Fin. 2:05.16 Fin. 2:07.25 Fin.

(大会新)

   30.24 1st.    30.09 1st.    29.56 1st.    31.09 1st.    30.08 1st.    33.80 1st.    32.29 1st.    32.27 1st.

(大会新) 1st.
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