
自由形 村田　晴秋 中2 市川　世流 中2 小田　暖士 中1 石川　晃希 中2 矢口　　羚 中2 和田　弘都 中2 坂本　佑惺 中1 渡辺　大翔 中2 芹澤　拳輝 中2 三浦　迅人 中1
50m 春日部大増 さいたま馬宮 春日部 春日部豊野 さいたま内谷 さい与野東 上尾大石 戸田新曽 川口里 さいたま春野

決勝 25.18 26.19 26.33 26.43 26.69 26.83 27.06 27.12 27.32 27.32
(同9位)

自由形 長岡　　豪 中2 加崎　晟惟 中2 江森　凰英 中2 鴇　　湖宇 中2 河原　大輝 中1 江見　貫太 中2 永井　蒼大 中2 吉野　颯馬 中2 小島　大輔 中2 伊藤　シン 中2
100m 栄東 草加新田 春日部東 さいたま日進 熊谷玉井 さいたま白幡 所沢向陽 川越東 ふじみ野大井 埼大附属
決勝 55.4 55.82 56.57 58.19 58.25 59.35 50:24.00 1:00.33 1:01.35 1:01.35

(同9位)
自由形 井上　大輝 中2 飯田　陽成 中1 渡邊　絢斗 中1 石井　浩樹 中1 柿崎　久遠 中1 前田龍之介 中2 福島　　楓 中1 平本　　青 中2 江見　大輝 中1 吉田夢希斗 中2
200m さいたま岸 狭山柏原 北本宮内 熊谷中条 越谷富士 狭山入間川 鴻巣 川口十二月田 蓮田 さいたま馬宮

決勝 1:58.98 2:01.32 2:04.18 2:04.82 2:09.09 2:10.12 2:10.33 2:10.56 2:11.07 2:12.30

自由形 川崎　翔暉 中2 今井　柊介 中1 米田　颯真 中2 清水　魁仁 中2 柳澤　春杜 中1 内海　聖直 中2 河野　大輔 中2 大島　拓人 中2 宮岡　快弥 中2 三友　滉太 中2
400m 立教新座 蕨第一 所沢南陵 さい八王子 さい尾間木 さいたま土屋 鴻巣西 川口南 川口北 寄居城南
決勝 4:10.44 4:11.93 4:18.27 4:21.27 4:24.92 4:26.25 4:28.72 4:29.68 4:33.74 4:36.55

背泳ぎ 清水　優太 中2 森泉　璃虹 中1 山下　理久 中1 幅崎　礼也 中2 山口　大輔 中2 白井　奏多 中2 炭谷　　律 中1 串田　七聖 中2 平山　蒼士 中2 鈴木　　雄 中2
50m さいたま指扇 春日部武里 さいたま本太 越谷東 春日部葛飾 所沢安松 熊谷富士見 熊谷大幡 さいたま宮原 川越西
決勝 30.34 30.35 30.57 30.60 30.60 31.43 31.46 31.49 31.89 32.11

(同4位)
背泳ぎ 谷口　　翔 中2 亀山　　康 中2 久保田大雅 中2 福冨　琥央 中2 北條　偉琉 中2 山下　蒔人 中2 越野　颯太 中1 鈴木　蒼司 中1 久保　佑月 中2 小久保静空 中1
100m 加須騎西 越谷富士 熊谷東 さい与野南 越谷北陽 草加瀬崎 開智 久喜鷲宮 戸田新曽 越谷南
決勝 1:04.23 1:04.53 1:04.58 1:04.88 1:08.62 1:08.91 1:11.49 1:12.11 1:12.20 1:14.60

背泳ぎ 入江　秀行 中2 深利　寿仁 中2 秋山慶次朗 中2 千島　悠翔 中2 田川　翔大 中1 関根　永大 中1 岩﨑　蓮斗 中1 芝本虎之介 中1 松木　佑太 中1 大友　　奏 中2
200m ふじ大井東 越谷富士 川口上青木 深谷上柴 和光第二 東松山松山 草加瀬崎 志木 八潮八幡 川口青木
決勝 2:10.34 2:23.50 2:24.73 2:30.98 2:31.45 2:35.29 2:36.93 2:43.51 2:46.15 2:56.11

(大会新)
平泳ぎ 鈴木　悠生 中2 西潟　遙斗 中2 髙山　　葵 中2 梶岡　時紀 中2 滝澤　空明 中2 朝比奈政徳 中1 山下　季秦 中2 佐藤　遥幸 中2 後藤　結月 中1 須合　大志 中2
50m 草加瀬崎 玉ノ岡 深谷幡羅 朝霞第四 越谷北陽 所沢上山口 春日部 草加栄 越谷中央 三郷北
決勝 31.65 33.05 33.90 34.05 34.07 34.63 34.65 34.96 35.22 36.29

平泳ぎ 白田　翔夢 中2 福田　琢磨 中1 岡村　侑飛 中2 荒木　裕登 中2 樽見　和樹 中1 伴野　礼皇 中1 石塚　雄大 中2 市野　生蕗 中1 伊皆　颯人 中2 小林　佑豪 中2
100m 鴻巣西 さいたま宮原 加須大利根 川口芝東 新座第二 狭山狭山台 越谷北陽 上尾 上尾上平 川越城南
決勝 1:09.14 1:10.57 1:15.72 1:16.55 1:18.35 1:19.12 1:20.03 1:21.98 1:22.98 1:23.32

平泳ぎ 手塚　俊輔 中2 西潟　崚大 中2 佐久間唯人 中2 辻仲　祥康 中2 加藤　聖登 中1 朝治　太智 中1 佐藤　翔太 中2 武井　寿弥 中2 矢島　朱莉 中1 飯島　　潤 中1
200m 深谷幡羅 伊奈小針 さいたま内谷 埼大附属 八潮八條 さいたま土合 さい大谷場 東松山松山 吉見 松伏二
決勝 2:23.74 2:27.40 2:27.63 2:30.30 2:31.21 2:33.21 2:34.57 2:40.16 2:40.52 2:41.34

1位 2位 3位 4位 5位
令和元年度 埼玉県中学校新人体育大会兼第32回県民総合スポーツ大会 令和元年9月11・12日 会場　青木町公園総合運動場プール 【男子】

6位 7位 8位 9位 10位



1位 2位 3位 4位 5位
令和元年度 埼玉県中学校新人体育大会兼第32回県民総合スポーツ大会 令和元年9月11・12日 会場　青木町公園総合運動場プール 【男子】

6位 7位 8位 9位 10位
バタフライ 芹澤　麗生 中2 岩見　俊祐 中1 栁田　祥吾 中2 杉山　健太 中2 志村　真弥 中1 小峰　幸成 中2 山本　　司 中1 室星　啓人 中2 村林　　涼 中2 掛札　悠太 中1
50m 鴻巣西 久喜鷲宮東 加須昭和 八潮八幡 飯能第一 川越第一 北本 春日部 越谷栄進 北本
決勝 27.13 27.76 28.07 28.11 28.53 28.68 28.69 28.86 30.25 30.67

バタフライ 上田　颯太 中2 園田　陽大 中1 成田　亘輝 中2 柴垣　　要 中2 岸田　康誠 中2 古屋　憲佑 中1 栗原悠太郎 中2 大野　凌雅 中2 古野　達己 中2 宮本　大輝 中2
100m 朝霞第一 加須東 さい上大久保 加須昭和 さい大谷口 熊谷荒川 桶川 宮代須賀 さい与野南 小鹿野
決勝 58.92 59.63 59.86 1:00.43 1:02.45 1:03.59 1:04.09 1:05.96 1:05.97 1:06.26

バタフライ 川野　博大 中2 細沼　弘輔 中1 稲葉　祐人 中1 石塚　健介 中1 川端　康介 中2 石澤　佳晃 中2 泉　　天晃 中2 東　　由晃 中2 相田孝汰郎 中2 菅田　　陸 中1
200m 三芳藤久保 伊奈小針 志木宗岡第二 川口南 春日部共栄 越谷北陽 さい尾間木 川口幸並 さいたま常盤 三郷彦糸
決勝 2:09.61 2:11.22 2:18.33 2:20.14 2:23.34 2:24.23 2:26.27 2:28.33 2:33.66 2:35.12

個人メドレー 市川　亮太 中1 金子　　凜 中2 岩井　一機 中2 小俣　陸人 中2 佐久間　大希 中1 小西経太郎 中2 東郷　新平 中2 松本　直人 中1 井上　広大 中1 新田　千尋 中1
200m 川口芝西 所沢山口 川口戸塚西 所沢美原 さいたま内谷 戸田新曽 草加瀬崎 さいたま日進 さいたま宮原 さい大谷口

決勝 2:23.49 2:24.62 2:25.56 2:25.99 2:26.75 2:27.78 2:29.29 2:33.70 2:34.61 2:36.99

個人メドレー 油井竜太郎 中2 亀井　颯大 中2 本多龍之介 中2 田中　颯馬 中1 北村　颯大 中1 古俣　陽統 中2 竹村　空竜 中1 徳永　千皓 中2 片桐　琢斗 中1 瀬川　　昴 中2
400m 春日部共栄 さいたま木崎 ふじみ野大井 滑川 深谷幡羅 さい大砂土 春日部東 東松山南 嵐山菅谷 川口北
決勝 4:52.54 4:55.26 4:58.95 4:59.53 5:03.00 5:05.59 5:07.89 5:07.93 5:11.01 5:14.32

リレー 鴻巣西 中 春日部 中 越谷富士 中 さいたま内谷 中 北本 中 草加瀬崎 中 春日部東 中 川口十二月田 中 川口南 中 春日部共栄 中
200m 芹澤　麗生 中2 小田　暖士 中1 柿崎　久遠 中1 矢口　　羚 中2 掛札　悠太 中1 鈴木　悠生 中2 三村　逢人 中2 野田七偉人 中2 大島　拓人 中2 油井竜太郎 中2
決勝 河野　大輔 中2 山下　季秦 中2 吉野　宇太 中1 佐久間　大希 中1 田中　快人 中1 岩﨑　蓮斗 中1 小玉　拓生 中2 久保田庄太郎 中1 池田　太朗 中2 川端　康介 中2

加藤　大翔 中1 田中　大雅 中1 深利　寿仁 中2 佐久間唯人 中2 平井　千翔 中2 東郷　新平 中2 竹村　空竜 中1 青沼　勇太 中1 石塚　健介 中1 鈴木　聖凪 中1
白田　翔夢 中2 室星　啓人 中2 亀山　　康 中2 中村　颯太 中2 山本　　司 中1 山下　蒔人 中2 江森　凰英 中2 平本　　青 中2 坂場　亮太 中1 滝島　在恩 中2
1:46.91 Fin. 1:48.75 Fin. 1:49.14 Fin. 1:50.24 Fin. 1:51.08 Fin. 1:51.55 Fin. 1:51.84 Fin. 1:52.71 Fin. 1:53.06 Fin. 1:53.33 Fin.

25.42 1st. 26.01 1st. 27.36 1st. 26.55 1st. 28.12 1st. 27.54 1st. 28.78 1st. 28.21 1st. 27.53 1st. 26.67 1st.

メドレーリレー 鴻巣西 中 越谷富士 中 さいたま内谷 中 越谷北陽 中 朝霞第一 中 草加瀬崎 中 さいたま宮原 中 春日部共栄 中 川口北 中 春日部 中
400m 河野　大輔 中2 亀山　　康 中2 佐久間　大希 中1 北條　偉琉 中2 田中　　匠 中2 山下　蒔人 中2 平山　蒼士 中2 滝島　在恩 中2 宮岡　快弥 中2 室星　啓人 中2
決勝 白田　翔夢 中2 柿崎　久遠 中1 佐久間唯人 中2 滝澤　空明 中2 山本　輝哉 中1 鈴木　悠生 中2 福田　琢磨 中1 油井竜太郎 中2 金光　悠生 中2 山下　季秦 中2

芹澤　麗生 中2 深利　寿仁 中2 加藤　良介 中2 石澤　佳晃 中2 上田　颯太 中2 東郷　新平 中2 井上　広大 中1 川端　康介 中2 瀬川　　昴 中2 小田　暖士 中1
加藤　大翔 中1 吉野　宇太 中1 矢口　　羚 中2 上村　成矢 中2 藤邉　宏紀 中2 岩﨑　蓮斗 中1 白崎　十夢 中1 鈴木　聖凪 中1 鈴木英士郎 中1 田中　大雅 中1
4:26.13 Fin. 4:32.20 Fin. 4:35.43 Fin. 4:36.43 Fin. 4:37.78 Fin. 4:38.26 Fin. 4:39.84 Fin. 4:40.16 Fin. 4:40.53 Fin. 4:40.97 Fin.

 1:13.42 1st.  1:07.05 1st.  1:11.87 1st.  1:09.28 1st.  1:12.88 1st.  1:09.91 1st.  1:11.67 1st.  1:20.32 1st.  1:11.25 1st.  1:09.23 1st.

学校対抗

男子 50 点 44 点 36 点 27 点 23 点 23 点 18 点 16 点 14 点 14 点
鴻巣西 越谷富士 さいたま内谷 草加瀬崎 春日部 越谷北陽 深谷幡羅 朝霞第一 伊奈小針 春日部共栄


