
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

竹下　京将  中3 小倉　徠輝  中3 黒瀬諭一朗  中2 鈴木　大和  中2 野々村龍之助  中3 小原　聡太  中2 山木　尚陽  中2 土屋　結翔  中3 梅澤　俊弥  中3 久野佑一朗  中3

埼玉栄 越谷中央 川越霞ヶ関西 草加栄 上尾 さいたま木崎 川口芝東 川口神根 さいたま内谷 埼玉栄

24.68 26.00 26.21 26.25 26.41 26.53 26.63 26.68 26.70 26.78

大会新

竹下　京将  中3 鈴木　陽斗  中2 西上　聡汰  中3 祐實　我惟  中3 森山　鉄平  中3 金子　尚叶  中3 長田　哲通  中2 小原　聡太  中2 西上　　諒  中1 渡部　一光  中1

埼玉栄 入間黒須 上尾大石 さい大砂土 川口幸並 上尾大石 川口南 さいたま木崎 上尾大石 さい大谷場

54.56 55.75 57.05 57.10 57.28 57.40 57.45 57.63 57.64 57.67

森山　鉄平  中3 鈴木　陽斗  中2 加藤　有偉  中1 髙山　優来  中3 西上　聡汰  中3 長田　哲通  中2 西上　　諒  中1 桶作　英煌  中2 祐實　我惟  中3 田中　勇人  中1

川口幸並 入間黒須 上尾瓦葺 川口上青木 上尾大石 川口南 上尾大石 戸田美笹 さい大砂土 川口安行東

2:01.77 2:01.77 2:03.70 2:04.79 2:04.82 2:05.22 2:05.73 2:06.87 2:06.93 2:07.02

（同1位）

吉田　琉惟  中2 時田　恵多  中1 久保　颯祐  中3 岡野　桂晋  中2 庭木　亮星  中1 木尾　悠人  中1 地木楽真尋  中3 岡田　隆汰  中3 可知　広翔  中3 國井　翔太  中3

黒浜西 春日部大増 川口南 上尾大石 和光第二 越谷北陽 春日部大沼 新座第三 川口芝東 草加瀬崎

28.87 29.47 29.71 30.84 31.04 31.77 32.06 32.20 32.44 33.26

吉田　琉惟  中2 時田　恵多  中1 岡田　和真  中1 滝瀬　翔空  中3 久保　颯祐  中3 齋藤　光輝  中2 木尾　悠人  中1 地木楽真尋  中3 中川歓多朗  中1 髙山　優来  中3

黒浜西 春日部大増 さい与野東 さいたま土合 川口南 草加瀬崎 越谷北陽 春日部大沼 志木宗岡第二 川口上青木

1:01.83 1:04.18 1:04.99 1:05.97 1:06.01 1:08.61 1:08.74 1:09.35 1:09.93 1:10.40

髙橋沙也斗  中3 佐藤　悠哉  中2 黒岩　侑真  中3 市原　優広  中2 佐久間琉風  中2 松澤　佑樹  中1 石塚　大介  中2 加藤　心暖  中3 小笠原慶侍  中1 安東　健翔  中3

さいたま岩槻 さい大谷場 上尾 嵐山玉ノ岡 さいたま内谷 川口芝西 川口南 川越富士見 伊奈小針 草加瀬崎

32.16 32.17 32.40 32.40 32.59 32.76 33.65 33.77 33.95 34.03

（同3位）

髙橋沙也斗  中3 佐藤　悠哉  中2 市原　優広  中2 黒岩　侑真  中3 松澤　佑樹  中1 佐久間琉風  中2 杉浦　叶真  中2 安東　健翔  中3 加藤　心暖  中3 石塚　大介  中2

さいたま岩槻 さい大谷場 嵐山玉ノ岡 上尾 川口芝西 さいたま内谷 和光第三 草加瀬崎 川越富士見 川口南

1:08.22 1:08.56 1:11.22 1:12.20 1:12.33 1:12.50 1:12.52 1:12.99 1:13.78 1:14.10

池田　侑生  中3 半田　航大  中3 白石　陽人  中3 黒瀬諭一朗  中2 小黒　澪生  中3 小倉　徠輝  中3 金子　尚叶  中3 黒沼　瑛斗  中2 岡田　隆汰  中3 村山　椋大  中1

上尾 川口南 春日部大増 川越霞ヶ関西 伊奈 越谷中央 上尾大石 さい大谷口 新座第三 上尾上平

26.11 27.23 27.39 27.67 27.74 27.87 28.09 28.33 28.44 28.52

大会新

白石　陽人  中3 半田　航大  中3 黒沼　瑛斗  中2 谷野　太洋  中3 井上　丈瑠  中3 新山　輝吏  中2 土本　琉以  中3 新道　恒星  中2 青木　拳蔵  中1 栃木　孝太  中2

春日部大増 川口南 さい大谷口 さいたま植竹 川口上青木 三芳 川口芝西 上尾大石 川口榛松 さい与野南

59.42 1:01.49 1:02.10 1:02.66 1:02.69 1:03.54 1:03.80 1:04.05 1:05.19 1:06.41

小黒　澪生  中3 原田　一護  中3 谷野　太洋  中3 梅澤　俊弥  中3 加藤　有偉  中1 上田　圭悟  中2 佐藤　弘康  中3 齋藤　光輝  中2 村山　椋大  中1 青木　拳蔵  中1

伊奈 久喜 さいたま植竹 さいたま内谷 上尾瓦葺 東松山南 伊奈小針 草加瀬崎 上尾上平 川口榛松

2:14.54 2:18.12 2:20.33 2:20.80 2:21.46 2:21.78 2:22.65 2:23.15 2:23.58 2:27.14
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令和４年度埼玉県中学生夏季水泳大会 2022/8/3 会場：川口市青木町公園総合運動場プール

【男子】



1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

令和４年度埼玉県中学生夏季水泳大会 2022/8/3 会場：川口市青木町公園総合運動場プール

【男子】

上尾大石  中 川口南  中 埼玉栄  中 伊奈小針  中 新座第三  中 立教新座  中 草加瀬崎  中 栄東  中 さいたま植竹  中 さいたま内谷  中

西上　聡汰  中3 半田　航大  中3 宇之澤朋生  中3 小笠原慶侍  中1 岡田　隆汰  中3 田畑　大地  中3 安東　健翔  中3 平島　　遼  中2 谷野　太洋  中3 奥島　　悠  中3

西上　　諒  中1 石塚　大介  中2 久野佑一朗  中3 廣瀬　董万  中1 建部　遼太  中3 長谷川　慶  中3 齋藤　光輝  中2 萩原　　信  中2 髙梨　　涼  中1 佐久間琉風  中2

岡野　桂晋  中2 長田　哲通  中2 川又慎太郎  中3 四方田眞我  中2 岡田　康汰  中1 髙﨑　広太  中2 杉田　成海  中3 松下　大輝  中2 中田　優輝  中3 中川　大馳  中2

金子　尚叶  中3 久保　颯祐  中3 竹下　京将  中3 佐藤　弘康  中3 吉田　侑生  中3 山本　晴太  中1 國井　翔太  中3 坂東　怜哉  中3 松田　悠生  中2 梅澤　俊弥  中3

1:46.10  Fin. 1:46.87  Fin. 1:47.96  Fin. 1:49.08  Fin. 1:50.44  Fin. 1:50.49  Fin. 1:50.52  Fin. 1:51.18  Fin. 1:51.21  Fin. 1:52.21  Fin.

26.11  1st. 26.75  1st. 29.08  1st. 27.45  1st. 26.89  1st. 27.12  1st. 28.63  1st. 28.01  1st. 26.90  1st. 27.82  1st.

川口南  中 上尾  中 上尾大石  中 さいたま内谷  中 埼玉栄  中 伊奈小針  中 新座第三  中 幸手  中 栄東  中 さいたま土合  中

久保　颯祐  中3 菱沼　悠斗  中3 岡野　桂晋  中2 梅澤　俊弥  中3 竹下　京将  中3 佐藤　弘康  中3 岡田　康汰  中1 青山　祐大  中2 萩原　　信  中2 鹿又　馴介  中2

石塚　大介  中2 黒岩　侑真  中3 西上　聡汰  中3 佐久間琉風  中2 久野佑一朗  中3 小笠原慶侍  中1 森山　和輝  中3 澤村　凌大  中3 平島　　遼  中2 菊村　　崇  中2

半田　航大  中3 池田　侑生  中3 新道　恒星  中2 中川　大馳  中2 伊藤　慶治  中3 四方田眞我  中2 岡田　隆汰  中3 小川　聖太  中2 松下　大輝  中2 滝瀬　翔空  中3

長田　哲通  中2 野々村龍之助  中3 金子　尚叶  中3 奥島　　悠  中3 角田　有徽  中2 廣瀬　董万  中1 吉田　侑生  中3 鵜野　優気  中2 坂東　怜哉  中3 唐鎌　壱成  中1

4:20.13  Fin. 4:25.52  Fin. 4:26.52  Fin. 4:31.52  Fin. 4:35.37  Fin. 4:35.52  Fin. 4:40.23  Fin. 4:42.62  Fin. 4:43.06  Fin. 4:43.13  Fin.

1:05.24  1st. 1:14.66  1st. 1:07.42  1st. 1:07.34  1st. 1:08.12  1st. 1:05.49  1st. 1:12.82  1st. 1:20.09  1st. 1:15.51  1st. 1:13.97  1st.

川口南 上尾大石 上尾 埼玉栄 春日部大増 さいたま内谷 伊奈小針 さいたま岩槻 黒浜西 入間黒須

61.0点 51.0点 37.0点 36.0点 28.0点 22.0点 18.0点 16.0点 16.0点 15.0点
入賞者数により上位

埼玉栄  中 伊奈小針 中 上尾 中 上尾大石 中 草加瀬崎 中 さいたま土合 中 川口南 中 川口上青木 中 戸田新曽 中 春日部大沼 中

石﨑　百華　中１ 小笠原慶侍 中1 池田　侑生 中3 西上　聡汰 中3 齋藤　光輝 中2 面高　わこ 中1 半田　航大 中3 井上　丈瑠 中3 田口　海漣 中2 成田　健志 中2

伊勢　絢奈　中３ 西潟　莉来 中3 木下　奏良 中1 金子　尚叶 中3 宮本　愛歌 中2 滝瀬　翔空 中3 菊地　美晴 中1 新井　優菜 中3 田中　舞桜 中3 上原　妃夏 中2

久野佑一朗　中３ 松山　瑞歩 中3 清水　瑠華 中1 坂本　碧葉 中1 岸原　沙耶 中3 江川　諒花 中1 由本　紅葉 中2 堀川　優月 中3 土井　咲希 中2 久和　優芽 中3

竹下　京将　中３ 佐藤　弘康 中3 野々村龍之助 中3 玉木　彩月 中2 國井　翔太 中3 唐鎌　壱成 中1 久保　颯祐 中3 髙山　優来 中3 宮崎　圭音 中2 地木楽真尋 中3

 1:50.23  Fin.  1:50.66  Fin.  1:50.89  Fin.  1:50.95  Fin.  1:52.59  Fin.  1:53.32  Fin.  1:54.42  Fin.  1:55.07  Fin.  1:55.30  Fin.  1:56.47  Fin.

29.01  1st. 27.41  1st. 25.49  1st. 25.95  1st. 27.70  1st. 29.52  1st. 27.10  1st. 26.97  1st. 28.12  1st. 28.74  1st.

男子総合

混合
4x50m
フリー
リレー

4x100m
メドレー
リレー

4x50m
フリー
リレー


