
   
自由形 小川　拓真 中3 村田　晴秋 中2 芹澤　麗生 中2 菅藤　颯太 中3 林　駿之介 中3 阿部　　誓 中3 二宮　多聞 中3 井上　心粋 中3 嶋口　　颯 中3 三富　晴人 中3
50m さいたま春野 春日部大増 鴻巣西 鶴ヶ島西 さいたま常盤 川口十二月田 伊奈小針 川越城南 北本宮内 朝霞第四

決勝 25.35 25.47 25.64 25.65 25.75 25.87 25.91 26.03 26.17 26.24

自由形 内田　武蔵 中3 芹澤　麗生 中2 小川　拓真 中3 髙野　琉斗 中3 飯田　陽成 中1 園田　陽大 中1 海老原詩大 中3 井上　心粋 中3 加崎　晟惟 中2 林　駿之介 中3

100m 鴻巣 鴻巣西 さいたま春野 さい上大久保 狭山柏原 加須東 三郷栄 川越城南 草加新田 さいたま常盤

決勝 54.27 55.29 55.49 55.74 55.88 55.94 56.22 56.33 56.65 57.23

自由形 宮木　宏悦 中3 木原　汰芽 中3 内田　武蔵 中3 井上　大輝 中2 今井　柊介 中1 中牟田洸洋 中3 熊倉　来緒 中3 飯田　陽成 中1 海老原詩大 中3 清水　優太 中2

200m 加須昭和 桶川 鴻巣 さいたま岸 蕨第一 蕨第一 白岡南 狭山柏原 三郷栄 さいたま指扇

決勝 1:55.35 1:59.05 1:59.46 1:59.52 2:00.49 2:00.87 2:00.91 2:01.01 2:02.33 2:04.03

自由形 岡野　健太 中3 熊倉　来緒 中3 黒澤　　真 中3 野本　真也 中3 川崎　翔暉 中2 木原　汰芽 中3 井上　大輝 中2 今井　柊介 中1 北　健太郎 中3 上田　颯太 中2

400m 白岡南 白岡南 さい東浦和 桶川 立教新座 桶川 さいたま岸 蕨第一 さい大砂土 朝霞第一

決勝 4:08.06 4:10.92 4:11.57 4:11.68 4:11.77 4:12.22 4:12.53 4:13.39 4:15.49 4:15.85

自由形 野本　真也 中3 岡野　健太 中3 黒澤　　真 中3 川崎　翔暉 中2 廣岡　　全 中3 野口　将孝 中3 柳澤　春杜 中1 森岡　楓音 中3 大島　拓人 中2 平山　蒼士 中2

1500m 桶川 白岡南 さい東浦和 立教新座 富士見本郷 さい大谷口 さい尾間木 さいたま木崎 川口南 さいたま宮原

決勝 16:23.87 Fin. 16:27.01 Fin. 16:32.87 Fin. 16:33.05 Fin. 16:52.91 Fin. 17:06.00 Fin. 17:22.31 Fin. 17:22.64 Fin. 17:47.18 Fin. 18:17.76 Fin.

 8:55.44 800  8:51.36 800  8:55.40 800  8:55.10 800  8:56.25 800  9:05.17 800  9:14.71 800  9:14.34 800  9:21.42 800  9:39.18 800

背泳ぎ 長島　秀哉 中3 阿部　　誓 中3 青木　泰樹 中3 大和田　岳 中3 下山　　翔 中3 谷口　　翔 中2 福田　真大 中3 福冨　琥央 中2 太田　健斗 中3 猪　　海音 中3

100m 久喜鷲宮 川口十二月田 さいたま岸 さいたま岩槻 朝霞第二 加須騎西 さいたま常盤 さい与野南 三芳 宮代須賀

決勝 57.88 1:01.66 1:01.82 1:03.01 1:04.12 1:04.16 1:04.31 1:04.73 1:04.85 1:05.08

(大会新)

背泳ぎ 長島　秀哉 中3 入江　秀行 中2 青木　泰樹 中3 齊藤　空澄 中3 谷口　　翔 中2 大和田　岳 中3 太田　健斗 中3 亀山　　康 中2 下山　　翔 中3 猪　　海音 中3

200m 久喜鷲宮 ふじ大井東 さいたま岸 春日部大沼 加須騎西 さいたま岩槻 三芳 越谷富士 朝霞第二 宮代須賀

決勝 2:06.25 2:11.29 2:14.10 2:16.80 2:17.57 2:17.76 2:18.19 2:18.79 2:19.90 2:20.33

(大会新)

平泳ぎ 小澤　　幹 中3 白石　快斗 中3 吉田　悠真 中3 長岡　　豪 中2 小出　青空 中3 佐久間唯人 中2 坂巻　和真 中3 伊賀　陽冬 中3 手塚　俊輔 中2 鈴木　悠生 中2

100m 坂戸 さいたま田島 栗橋東 栄東 春日部共栄 さいたま内谷 上尾大石 川口元郷 深谷幡羅 草加瀬崎

決勝 1:05.13 1:06.64 1:07.06 1:07.27 1:07.86 1:08.27 1:08.61 1:09.19 1:10.04 1:11.66

平泳ぎ 小澤　　幹 中3 吉田　悠真 中3 白石　快斗 中3 手塚　俊輔 中2 長岡　　豪 中2 小出　青空 中3 西潟　崚大 中2 佐久間唯人 中2 坂巻　和真 中3 伊賀　陽冬 中3

200m 坂戸 栗橋東 さいたま田島 深谷幡羅 栄東 春日部共栄 伊奈小針 さいたま内谷 上尾大石 川口元郷

決勝 2:21.61 2:22.33 2:23.92 2:24.19 2:24.71 2:26.19 2:27.48 2:28.59 2:29.54 2:32.84

バタフライ 齊藤　大翔 中3 西澤　　樹 中3 小澤　柊哉 中3 上田　颯太 中2 川野　博大 中2 三富　晴人 中3 生方　零音 中3 笹目　優樹 中3 加藤　啓伍 中3 細沼　弘輔 中1

100m 鴻巣吹上北 さい東浦和 滑川 朝霞第一 三芳藤久保 朝霞第四 さい八王子 蓮田 上尾上平 伊奈小針

決勝 57.32 58.26 59.13 59.52 59.76 59.86 1:00.03 1:00.04 1:00.13 1:00.78

バタフライ 齊藤　大翔 中3 加藤　啓伍 中3 川野　博大 中2 西澤　　樹 中3 中牟田洸洋 中3 小澤　柊哉 中3 細沼　弘輔 中1 笹目　優樹 中3 柴垣　　要 中2 生方　零音 中3

200m 鴻巣吹上北 上尾上平 三芳藤久保 さい東浦和 蕨第一 滑川 伊奈小針 蓮田 加須昭和 さい八王子

決勝 2:07.77 2:08.32 2:09.18 2:09.28 2:12.33 2:12.48 2:12.60 2:13.36 2:14.95 2:17.20

個人メドレー 宮木　宏悦 中3 入江　秀行 中2 中嶋　蓮人 中3 福田　圭吾 中3 川口　　開 中3 林　　巧真 中3 齊藤　和真 中3 大野　悠真 中1 谷頭渉太昴 中3 内田　優人 中3

200m 加須昭和 ふじ大井東 桶川加納 埼大附属 伊奈小針 ふじみ野福岡 蓮田南 さいたま本太 川口南 久喜東

決勝 2:07.47 2:11.13 2:11.69 2:12.13 2:12.74 2:14.20 2:17.41 2:18.43 2:20.39 2:21.19

個人メドレー 福田　圭吾 中3 中嶋　蓮人 中3 川口　　開 中3 齊藤　和真 中3 北　健太郎 中3 中村　元喜 中3 本多成海希 中3 内田　優人 中3 北村　颯大 中1 本多龍之介 中2

400m 埼大附属 桶川加納 伊奈小針 蓮田南 さい大砂土 上尾瓦葺 越谷富士 久喜東 深谷幡羅 ふじみ野大井

決勝 4:36.69 4:43.33 4:44.60 4:47.80 4:48.71 4:54.95 4:57.50 4:58.76 5:06.40 5:06.60

リレー 伊奈小針 中 さい八王子 中 鴻巣西 中 川口戸塚西 中 春日部共栄 中 滑川 中 川口北 中 川口十二月田 中 越谷富士 中 さい東浦和 中

400m 二宮　多聞 中3 生方　零音 中3 芹澤　麗生 中2 今村　俊太 中3 鈴木ひかる 中3 小澤　柊哉 中3 瀬川　　昴 中2 阿部　　誓 中3 柿崎　久遠 中1 西澤　　樹 中3

決勝 細沼　弘輔 中1 渋谷　陽悠 中3 白田　翔夢 中2 今村　祐太 中3 川本　智輝 中3 田中　颯馬 中1 高橋　直哉 中3 清水　聖斗 中3 深利　寿仁 中2 黒澤　　真 中3

川口　　開 中3 三角　一汰 中3 河野　大輔 中2 村山　大悟 中3 油井竜太郎 中2 大益　壮人 中2 石田　　稜 中3 平本　　青 中2 亀山　　康 中2 井藤　大樹 中1

西潟　崚大 中2 清水　魁仁 中2 加藤　大翔 中1 島田　　翼 中3 小出　青空 中3 小澤　颯斗 中3 宮岡　快弥 中2 澤登　咲輝 中3 本多成海希 中3 山本健太郎 中3

3:51.38 Fin. 3:53.58 Fin. 3:54.48 Fin. 3:55.77 Fin. 3:55.78 Fin. 3:56.76 Fin. 3:58.52 Fin. 3:58.75 Fin. 4:00.20 Fin. 4:04.16 Fin.

56.64 1st. 57.14 1st. 55.62 1st. 57.97 1st. 57.88 1st. 56.89 1st.  1:00.22 1st. 55.22 1st. 59.22 1st. 57.79 1st.

メドレーリレー 伊奈小針 中 さい八王子 中 春日部共栄 中 さいたま宮原 中 川口南 中 越谷富士 中 草加瀬崎 中 滑川 中 川口戸塚西 中 鴻巣西 中

400m 川口　　開 中3 三角　一汰 中3 和泉　有亮 中3 海老島卓弥 中3 谷頭渉太昴 中3 亀山　　康 中2 遠山　志央 中3 田中　颯馬 中1 今村　祐太 中3 芹澤　麗生 中2

決勝 西潟　崚大 中2 生方　零音 中3 小出　青空 中3 福田　琢磨 中1 坂本　大地 中3 本多成海希 中3 鈴木　悠生 中2 大益　壮人 中2 島田　　翼 中3 白田　翔夢 中2

細沼　弘輔 中1 渋谷　陽悠 中3 油井竜太郎 中2 井上　広大 中1 石塚　健介 中1 深利　寿仁 中2 奥山　修羽 中3 小澤　柊哉 中3 高津　直季 中3 河野　大輔 中2

二宮　多聞 中3 清水　魁仁 中2 鈴木ひかる 中3 白崎　人士 中3 大島　拓人 中2 柿崎　久遠 中1 東郷　新平 中2 小澤　颯斗 中3 今村　俊太 中3 加藤　大翔 中1

4:10.55 Fin. 4:15.04 Fin. 4:15.21 Fin. 4:20.56 Fin. 4:21.80 Fin. 4:22.49 Fin. 4:22.82 Fin. 4:23.51 Fin. 4:23.53 Fin. 4:29.94 Fin.

 1:05.40 1st.  1:06.91 1st.  1:09.47 1st.  1:07.45 1st.  1:05.68 1st.  1:04.88 1st.  1:08.29 1st.  1:07.50 1st.  1:05.76 1st.  1:07.45 1st.

48 点 30 点 27 点 25 点 24 点 24 点 23 点 19 点

【男子】【川口青木町公園プール】
1位 2位 3位 4位 5位 9位 10位

令和元年度埼玉県学校総合体育大会 2019/07/21～24
6位 7位 8位

総合
伊奈小針 中 さい八王子 中 春日部共栄 中 鴻巣西 中 白岡南 中 さい東浦和 中 桶川 中 さいたま岸 中


