
制限 自由選択飛 得点合計

1 内藤　栄将 ナイトウ　エイト 富士吉原第二中学校 161.95 163.45 325.40

2 池谷　世羅 イケヤ　セラ 浜松市立神久呂中学校 125.50 112.70 238.20

柳沼　凌士 ヤギヌマ　リョウジ 浜松学院中学校 棄権 棄権 棄権

制限 自由選択飛 得点合計

1 青山　由唯加 アオヤマ　ユイカ 浜松市立南陽中学校 155.25 140.85 296.10

2 小山　栞菜 コヤマ　カンナ 浜松市立湖東中学校 148.85 117.80 266.65

3 望月　咲来 モチヅキ　サラ 三島市立南中学校 127.25 118.80 246.05

4 宇佐美　真子 ウサミ　マコ 富士宮市立大富士中学校 100.50 58.50 159.00

制限 自由選択飛 得点合計

1 内藤　栄将 ナイトウ　エイト 富士吉原第二中学校 190.20 147.10 337.30

2 池谷　世羅 イケヤ　セラ 浜松市立神久呂中学校 130.95 99.25 230.20

柳沼　凌士 ヤギヌマ　リョウジ 浜松学院中学校 棄権 棄権 棄権

制限 自由選択飛 得点合計

1 小山　栞菜 コヤマ　カンナ 浜松市立湖東中学校 180.35 111.50 291.85

2 青山　由唯加 アオヤマ　ユイカ 浜松市立南陽中学校 169.90 112.60 282.50

3 望月　咲来 モチヅキ　サラ 三島市立南中学校 134.35 71.10 205.45

4 宇佐美　真子 ウサミ　マコ 富士宮市立大富士中学校 118.10 57.85 175.95

■学校別成績

【男子飛込】　　

1位 点

2位 点

【女子飛込】　　

1位 点

2位 点

3位 点

4位 点

＊　１位と２位は各種目における得点合計の高い方を１位とする
以上

令和元年度 静岡県中学校総合体育大会 水泳（飛込）競技

２０１９年７月１４日（日）
<会場：浜松市総合水泳場>

順位 氏名 フリガナ 学校名
決        勝

男
子
 
高
飛
込

順位 氏名 フリガナ 学校名
決        勝

女
子
　
高
飛
込

順位 氏名 フリガナ
決        勝

男
子
 
飛
板
飛
込

順位 氏名 フリガナ 学校名
決        勝

学校名

〈学校名〉 〈得点〉

女
子
　
飛
板
飛
込

〈学校名〉 〈得点〉

富士吉原第二中学校 16

浜松市立神久呂中学校 14

富士宮市立大富士中学校 10

浜松市立南陽中学校 15

浜松市立湖東中学校 15

三島市立南中学校 12
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新記録一覧

組/水 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

2019/07/25 20:04:23 SEIKO Swimming Results System

競技№  17 女子   50m 自由形 決勝
 5 鈴木　月渚 愛鷹 中2    26.28 =大会

競技№  21 女子  200m 自由形 決勝
 5 磯江月希乃 富士 中3  2:04.51 =大会

競技№  26 男子  200m 背泳ぎ 決勝
 5 三木　航平 浜松富塚 中3  2:09.19 =大会

競技№  31 女子  400m リレー 決勝
 5 県立浜松西 (山田　茅帆 ) 中学    58.88  4:07.30 =大会

競技№  36 男子  200m 個人メドレー 予選
 3/ 5 杉山　大晟 静岡東 中3  2:08.38 =大会

競技№  41 女子  100m 自由形 予選
 3/ 5 磯江月希乃 富士 中3    58.09 =大会

競技№  53 女子  100m 自由形 決勝
 5 磯江月希乃 富士 中3    57.58 大会新
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標準記録突破者一覧
判定対象   1/100秒まで

登録No 氏名（チーム名） 所属名 学校 記録 対象

2019/07/25 20:05:11 SEIKO Swimming Results System

男子 自由形　　　　   50m                        25.09

  64 内村　駿斗 金岡          中3    24.83 

 441 柴田　大輝 県立浜松西    中3    24.96 

男子 自由形　　　　  100m                        54.61

 441 柴田　大輝 県立浜松西    中3    54.55 

 345 増田　莉蔵 浜松入野      中2    54.60 

男子 自由形　　　　  200m                      1:58.35

 255 押尾　駿太 静岡賤機      中3  1:57.07 

 159 鈴木　秀誠 柚野          中3  1:57.17 

男子 自由形　　　　  400m                      4:11.38

 255 押尾　駿太 静岡賤機      中3  4:07.85 

男子 自由形　　　　 1500m                     16:41.86

 263 大塩　　陸 静岡南        中3 16:39.50 

 197 森　　達也 静岡服織      中3 16:40.21 

男子 背泳ぎ　　　　  100m                      1:01.31

 387 三木　航平 浜松富塚      中3  1:00.55 

男子 背泳ぎ　　　　  200m                      2:12.36

 387 三木　航平 浜松富塚      中3  2:09.19 

男子 平泳ぎ　　　　  100m                      1:06.77

 333 進士　歩夢 浜松与進      中3  1:05.45 

 286 青島優津樹 焼津大井川    中3  1:05.74 

男子 平泳ぎ　　　　  200m                      2:23.42

 333 進士　歩夢 浜松与進      中3  2:21.26 

 286 青島優津樹 焼津大井川    中3  2:23.09 

男子 バタフライ　　  100m                        58.17

 109 中西　春稀 吉原第二      中2    58.15 

男子 バタフライ　　  200m                      2:09.37

 109 中西　春稀 吉原第二      中2  2:07.65 

 462 稲垣　毅流 浜松南部      中3  2:08.43 

 431 岡田　裕司 浜松丸塚      中3  2:08.75 

 293 杉原　羽留 藤枝青島      中3  2:08.91 

男子 個人メドレー　  200m                      2:12.72

 184 杉山　大晟 静岡東        中3  2:08.38 
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標準記録突破者一覧
判定対象   1/100秒まで

登録No 氏名（チーム名） 所属名 学校 記録 対象

2019/07/25 20:05:12 SEIKO Swimming Results System

男子 個人メドレー　  400m                      4:41.47

 184 杉山　大晟 静岡東        中3  4:36.97 

男子 メドレーリレー  400m                      4:16.43

  84 浜松富塚 中学  4:15.83 

 564 平山　貴統 浜松富塚      中3

 387 三木　航平 浜松富塚      中3

 385 山﨑　奏楽 浜松富塚      中3

 383 山口　晏空 浜松富塚      中3

女子 自由形　　　　   50m                        27.28

  75 鈴木　月渚 愛鷹          中2    26.28 

 447 山田　茅帆 県立浜松西    中3    26.87 

女子 自由形　　　　  100m                        59.49

 114 磯江月希乃 富士          中3    57.58 

  75 鈴木　月渚 愛鷹          中2    58.08 

 447 山田　茅帆 県立浜松西    中3    58.94 

女子 自由形　　　　  200m                      2:08.01

 114 磯江月希乃 富士          中3  2:04.51 

女子 背泳ぎ　　　　  100m                      1:05.80

  42 中島　芽郁 日大三島      中2  1:05.29 

女子 背泳ぎ　　　　  200m                      2:21.14

  42 中島　芽郁 日大三島      中2  2:18.43 

女子 平泳ぎ　　　　  200m                      2:36.66

 312 柴本　真衣 榛原          中3  2:34.45 

女子 バタフライ　　  100m                      1:03.81

 453 山崎　萌音 浜松庄内      中3  1:03.46 

女子 バタフライ　　  200m                      2:19.85

 453 山崎　萌音 浜松庄内      中3  2:19.02 

 358 松野　心咲 湖西鷲津      中2  2:19.85 

女子 個人メドレー　  200m                      2:23.31

 261 大塚　華蓮 静岡豊田      中3  2:19.76 

女子 個人メドレー　  400m                      5:02.79

 261 大塚　華蓮 静岡豊田      中3  4:57.96 
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標準記録突破者一覧
判定対象   1/100秒まで

登録No 氏名（チーム名） 所属名 学校 記録 対象

2019/07/25 20:05:12 SEIKO Swimming Results System

女子 リレー　　　　  400m                      4:10.79

 102 県立浜松西 中学  4:07.30 

 450 秋山　紗希 県立浜松西    中2

 449 尾上　夏野 県立浜松西    中2

 447 山田　茅帆 県立浜松西    中3

 446 鈴木　杏奈 県立浜松西    中3

 111 浜松蜆塚 中学  4:08.62 

 482 川村　純令 浜松蜆塚      中1

 481 平松　沙菜 浜松蜆塚      中3

 480 大石　　京 浜松蜆塚      中3

 479 根岸　碧葉 浜松蜆塚      中3

女子 メドレーリレー  400m                      4:37.92

 103 県立浜松西 中学  4:33.20 

 451 廣橋　侑花 県立浜松西    中1

 450 秋山　紗希 県立浜松西    中2

 449 尾上　夏野 県立浜松西    中2

 447 山田　茅帆 県立浜松西    中3

 122 磐田城山 中学  4:36.75 

 544 豊田　琉愛 磐田城山      中2

 543 石原　　恵 磐田城山      中3

 542 浅井　莉子 磐田城山      中3

 541 奥村　彩花 磐田城山      中3

  36 城南静岡 中学  4:37.48 

 196 大石　胡香 城南静岡      中1

 195 兵藤　茉羽 城南静岡      中1

 194 澤本　瑠衣 城南静岡      中2

 193 佐藤　真希 城南静岡      中3



令和元年度 静岡県中学校水泳競技大会 2019/07/24～2019/07/25 会場  浜松市総合水泳場

男子成績一覧表 

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

内村　駿斗  中3 柴田　大輝  中3 藤野　拓人  中3 今枝　海斗  中1 影山　稜真  中2 山﨑　奏楽  中3 平井　雄大  中3 原　　和成  中3

金岡            県立浜松西      熱海            藤枝青島        門池            浜松富塚        静岡観山        浅羽            

24.83 24.96 25.76 25.80 26.00 26.11 26.16 26.19

内村　駿斗  中3 増田　莉蔵  中2 柴田　大輝  中3 原　　和成  中3 藤野　拓人  中3 島田　恭佑  中1 今枝　海斗  中1 杉山　元太  中2

金岡            浜松入野        県立浜松西      浅羽            熱海            静岡東          藤枝青島        三島北上        

54.84 54.88 54.93 56.07 57.11 57.32 57.49 57.58

押尾　駿太  中3 鈴木　秀誠  中3 濱田　啓作  中2 増田　莉蔵  中2 望月　海都  中3 吉良　皓稀  中2 鈴木　啓生  中3 羽二生　絆  中2

静岡賤機        柚野            焼津大村        浜松入野        清水第二        浜松積志        湖西岡崎        富士南          

1:57.26 1:57.51 2:00.54 2:01.47 2:03.50 2:05.19 2:06.19 2:09.38

押尾　駿太  中3 鈴木　秀誠  中3 森　　達也  中3 大塩　　陸  中3 髙　　颯太  中3 松浦　璃空  中3 濱田　啓作  中2 内山　悠瑠  中3

静岡賤機        柚野            静岡服織        静岡南          清水第七        浜松東部        焼津大村        袋井            

4:07.85 4:13.01 4:14.14 4:16.07 4:16.25 4:19.39 4:20.05 4:24.91

大塩　　陸  中3 森　　達也  中3 松浦　璃空  中3 石田　　基  中2 内山　悠瑠  中3 木村　和斗  中2 髙　　颯太  中3 勝亦　紘也  中3

静岡南          静岡服織        浜松東部        御殿場西        袋井            富士宮第三      清水第七        金岡            

16:39.50 16:40.21 16:57.30 16:57.70 17:21.98 17:28.47 17:28.73 17:44.84

三木　航平  中3 辻　羽汰朗  中3 増田　修士  中3 奥　　大輝  中1 久保田将貴  中2 疋田　龍輝  中2 鈴木　蒼空  中3 尾野　拓朗  中3

浜松富塚        大仁            湖西岡崎        長泉            清水町立南      湖西新居        附属島田        袋井            

1:00.55 1:01.95 1:01.98 1:03.22 1:03.68 1:05.79 1:06.10 1:06.25

三木　航平  中3 辻　羽汰朗  中3 増田　修士  中3 奥　　大輝  中1 中村　空海  中3 久保田将貴  中2 中田　健斗  中2 鶴田虎太朗  中1

浜松富塚        大仁            湖西岡崎        長泉            県立清水南      清水町立南      静岡南          浜松浜名        

2:09.19 2:13.57 2:15.88 2:17.94 2:19.14 2:19.17 2:22.71 2:23.33

大会新

進士　歩夢  中3 青島優津樹  中3 五十嵐　陽  中3 宮崎　海里  中2 山野　紘聖  中2 小森　朝陽  中3 天野　柚琉  中2 関澤　薫平  中2

浜松与進        焼津大井川      焼津大富        浜松新津        浜松南陽        磐田城山        浜松曳馬        沼津第四        

1:05.45 1:05.74 1:08.89 1:09.56 1:09.64 1:10.08 1:10.18 1:10.47

進士　歩夢  中3 青島優津樹  中3 五十嵐　陽  中3 小森　朝陽  中3 関澤　薫平  中2 宮崎　海里  中2 天野　柚琉  中2 麻生　昂志  中3

浜松与進        焼津大井川      焼津大富        磐田城山        沼津第四        浜松新津        浜松曳馬        附属島田        

2:22.67 2:23.09 2:26.73 2:27.05 2:27.35 2:27.68 2:29.83 2:31.25

中西　春稀  中2 岡田　裕司  中3 稲垣　毅流  中3 杉原　羽留  中3 若槻　風汰  中3 和久田修矢  中3 髙野　航史  中3 立川　隆大  中3

吉原第二        浜松丸塚        浜松南部        藤枝青島        浜松北部        浜松積志        暁秀            清水第七        

58.15 58.46 59.00 59.04 59.63 1:02.65 1:02.90 1:03.27

中西　春稀  中2 稲垣　毅流  中3 岡田　裕司  中3 杉原　羽留  中3 中村　莉空  中3 和久田修矢  中3 若槻　風汰  中3 髙野　航史  中3

吉原第二        浜松南部        浜松丸塚        藤枝青島        磐田豊田        浜松積志        浜松北部        暁秀            

2:07.65 2:08.64 2:08.75 2:08.91 2:15.61 2:15.77 2:17.26 2:19.04

杉山　大晟  中3 石田　　基  中2 中村　壮志  中3 森　　優太  中3 川本　陸杜  中3 山本　捷人  中2 大木　優瑠  中2 星野　和希  中2

静岡東          御殿場西        浜松雄踏        富岡            浜松北星        浜松北星        修善寺          焼津東益津      

2:08.53 2:17.85 2:18.47 2:18.48 2:19.91 2:20.98 2:21.07 2:22.29

杉山　大晟  中3 中村　壮志  中3 大木　優瑠  中2 森　　優太  中3 星野　和希  中2 山本　捷人  中2 望月　皓太  中3 川本　陸杜  中3

静岡東          浜松雄踏        修善寺          富岡            焼津東益津      浜松北星        清水第二        浜松北星        

4:36.97 4:52.57 4:54.89 4:58.08 4:59.64 5:00.43 5:00.52 5:03.04

静岡東 県立浜松西 浜松富塚 袋井 湖西岡崎 浜松南部 湖西新居 浜松積志

杉山　大晟  中3 蛯原　東丸  中3 三木　航平  中3 内山　悠瑠  中3 鈴木　啓生  中3 稲垣　毅流  中3 柏木　颯羽  中3 吉良　皓稀  中2

鈴木龍之介  中2 柴田　大輝  中3 山口　晏空  中3 鈴木　佑盛  中3 増田　修士  中3 大石　煌斗  中2 山本　凌輔  中3 小平　隼士  中2

田邊　　創  中3 村山嘉唯吏  中3 中野　源大  中3 古田　真翔  中3 仁藤　良祐  中3 飛田　波月  中3 疋田　龍輝  中2 中川　温斗  中3

島田　恭佑  中1 鈴木　凰生  中2 山﨑　奏楽  中3 鈴木　広輝  中2 椨　　　渉  中3 前島　碧衣  中3 吉山　幸佑  中2 和久田修矢  中3

3:52.30 3:56.66 3:57.29 3:58.20 3:58.23 4:00.11 4:01.26 4:02.62

浜松富塚 県立浜松西 袋井 湖西岡崎 浜松与進 浜松湖東 浜松南部 浜松積志

三木　航平  中3 蛯原　東丸  中3 尾野　拓朗  中3 増田　修士  中3 西丸　　瞬  中2 吉田　竜都  中3 稲垣　毅流  中3 小平　隼士  中2

平山　貴統  中3 村山嘉唯吏  中3 内山　悠瑠  中3 椨　　　渉  中3 進士　歩夢  中3 市川　　空  中3 飛田　波月  中3 和久田修矢  中3

山口　晏空  中3 柴田　大輝  中3 赤堀　拓真  中3 鈴木　啓生  中3 杉浦　寿哉  中3 鮎澤　桂矢  中3 鈴木　温人  中2 中川　温斗  中3

山﨑　奏楽  中3 鈴木　凰生  中2 鈴木　広輝  中2 仁藤　良祐  中3 川久保　樹  中3 島野　陽葵  中3 前島　碧衣  中3 吉良　皓稀  中2

4:15.83 4:21.42 4:22.16 4:24.89 4:25.02 4:25.55 4:25.87 4:29.44

バタフライ 
 200m 
決勝

個人メドレー 
 200m 
決勝

個人メドレー 
 400m 
決勝

フリーリレー 
 400m 
決勝

メドレーリレー 
 400m 
決勝

背泳ぎ 
 100m 
決勝

背泳ぎ 
 200m 
決勝

平泳ぎ 
 100m 
決勝

平泳ぎ 
 200m 
決勝

バタフライ 
 100m 
決勝

自由形 
  50m 
決勝

自由形 
 100m 
決勝

自由形 
 200m 
決勝

自由形 
 400m 
決勝

自由形 
1500m 

タイム決勝



令和元年度 静岡県中学校水泳競技大会 2019/07/24～2019/07/25 会場  浜松市総合水泳場

女子成績一覧表 

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

鈴木　月渚  中2 山田　茅帆  中3 橋川　佳奈  中2 山本　真由  中2 田村　菜生  中3 大竹　菖愛  中2 原　たいな  中3 山下　倖和  中2

愛鷹            県立浜松西      富士岡          附属島田        吉田            沼津第五        湖西鷲津        静岡籠上        

26.28 26.87 27.94 28.16 28.30 28.33 28.47 28.66

県中学新

磯江月希乃  中3 鈴木　月渚  中2 山田　茅帆  中3 大嶽　杏奈  中1 橋川　佳奈  中2 宇佐美莉子  中3 鈴木　樹里  中2 豊田　琉愛  中2

富士            愛鷹            県立浜松西      日大三島        富士岡          大富士          焼津大村        磐田城山        

57.58 58.08 59.23 59.78 1:00.66 1:00.83 1:01.38 1:01.93

県中学新

磯江月希乃  中3 大嶽　杏奈  中1 秋山　紗希  中2 杉浦　心美  中2 豊田　琉愛  中2 二川目　鈴  中3 鈴木　樹里  中2 大江　佑花  中2

富士            日大三島        県立浜松西      浜松与進        磐田城山        福田            焼津大村        浜松雄踏        

2:04.51 2:09.39 2:10.83 2:11.28 2:11.36 2:11.39 2:12.86 2:14.77

大会新

髙　　遥香  中1 山本　純奈  中3 細越　万梨  中3 二川目　鈴  中3 大江　佑花  中2 岩澤　月詞  中3 渡邊　紗里  中2 村田亜以留  中3

清水第七        浜松八幡        浜松入野        福田            浜松雄踏        多賀            星陵            浜松曳馬        

4:33.91 4:34.64 4:34.74 4:37.49 4:37.82 4:39.34 4:45.23 4:46.58

髙　　遥香  中1 山本　純奈  中3 兵藤　茉羽  中1 舘野　穂歌  中3 芝原　帆香  中2 村田亜以留  中3 平野　美空  中2 奥村　彩花  中3

清水第七        浜松八幡        城南静岡        富士岳陽        静岡南          浜松曳馬        浜松曳馬        磐田城山        

9:17.13 9:31.29 9:34.50 9:40.17 9:42.26 9:47.94 9:48.07 9:48.91

中島　芽郁  中2 佐藤　千鶴  中1 宮津　優羽  中2 平松　沙菜  中3 中山　　結  中1 飯尾　唯花  中3 川村　純令  中1 原　　明里  中2

日大三島        静岡服織        湖西新居        浜松蜆塚        瀬戸谷          浜松曳馬        浜松蜆塚        浜松入野        

1:05.35 1:06.60 1:07.39 1:07.71 1:07.98 1:08.12 1:08.62 1:09.19

中島　芽郁  中2 飯尾　唯花  中3 宮津　優羽  中2 佐藤　千鶴  中1 原　　明里  中2 川村　純令  中1 中山　　結  中1 浅井　莉子  中3

日大三島        浜松曳馬        湖西新居        静岡服織        浜松入野        浜松蜆塚        瀬戸谷          磐田城山        

2:18.43 2:22.62 2:23.01 2:24.58 2:26.49 2:27.18 2:27.23 2:27.58

柴本　真衣  中3 伊藤　　凜  中3 尾上　夏野  中2 田中　美海  中2 田川空羽音  中3 田中　乃愛  中3 鈴木美衣菜  中1 飯田帆乃香  中3

榛原            浅羽            県立浜松西      田子浦          浜松天竜        藤枝青島北      吉田            湖西新居        

1:13.59 1:16.01 1:16.14 1:16.47 1:17.03 1:17.34 1:17.89 1:17.93

柴本　真衣  中3 尾上　夏野  中2 田中　美海  中2 伊藤　　凜  中3 田川空羽音  中3 一柳　里緒  中3 疋田　ゆら  中3 佐藤　真希  中3

榛原            県立浜松西      田子浦          浅羽            浜松天竜        浜松北星        湖西新居        城南静岡        

2:34.45 2:41.70 2:42.65 2:43.23 2:46.42 2:46.57 2:46.77 2:46.79

山崎　萌音  中3 大澤　千依  中1 松野　心咲  中2 山下　倖和  中2 根岸　碧葉  中3 村上　愛藍  中2 本田和香奈  中3 磯本　彩花  中1

浜松庄内        袋井南          湖西鷲津        静岡籠上        浜松蜆塚        浜松開成        磐田豊田        浜松北部        

1:03.46 1:04.15 1:04.46 1:05.16 1:05.78 1:06.13 1:06.14 1:06.83

松野　心咲  中2 山崎　萌音  中3 高部　穂波  中3 細越　万梨  中3 本田和香奈  中3 根岸　碧葉  中3 磯本　彩花  中1 大澤　千依  中1

湖西鷲津        浜松庄内        清水第五        浜松入野        磐田豊田        浜松蜆塚        浜松北部        袋井南          

2:19.85 2:20.01 2:21.77 2:22.14 2:23.03 2:23.99 2:26.67 2:28.91

大塚　華蓮  中3 阿部りり香  中1 櫻井ひより  中3 秋山　紗希  中2 飯田朱紗海  中2 野田　璃来  中1 田村　菜生  中3 岩男　咲希  中1

静岡豊田        清水第五        県立清水南      県立浜松西      湖西鷲津        静岡長田南      吉田            磐田城山        

2:19.76 2:23.86 2:27.81 2:28.26 2:29.92 2:30.20 2:30.35 2:30.97

大塚　華蓮  中3 櫻井ひより  中3 阿部りり香  中1 岩男　咲希  中1 飯田朱紗海  中2 平野　愛香  中3 野田　璃来  中1 後藤　仁胡  中3

静岡豊田        県立清水南      清水第五        磐田城山        湖西鷲津        三島北上        静岡長田南      静岡東          

4:57.96 5:04.94 5:09.34 5:14.27 5:16.53 5:19.09 5:20.77 5:22.07

県立浜松西 浜松蜆塚 湖西鷲津 磐田城山 県立清水南 浜松入野 湖西新居 城南静岡

山田　茅帆  中3 平松　沙菜  中3 飯田朱紗海  中2 豊田　琉愛  中2 櫻井ひより  中3 原　　明里  中2 宮津　優羽  中2 大石　胡香  中1

秋山　紗希  中2 川村　純令  中1 原　たいな  中3 浅井　莉子  中3 平井　菜都  中3 鈴木　和花  中3 飯田帆乃香  中3 兵藤　茉羽  中1

尾上　夏野  中2 大石　　京  中3 前城　心海  中3 奥村　彩花  中3 和田みなみ  中2 細越　万梨  中3 尾崎　日向  中3 澤本　瑠衣  中2

鈴木　杏奈  中3 根岸　碧葉  中3 松野　心咲  中2 石原　　恵  中3 杉山　華苗  中3 原田　真歩  中3 疋田　ゆら  中3 佐藤　真希  中3

4:07.30 4:08.62 4:12.14 4:13.52 4:13.92 4:16.74 4:17.26 4:19.07

大会新

県立浜松西 磐田城山 城南静岡 湖西鷲津 浜松入野 湖西新居 県立清水南 静岡服織

廣橋　侑花  中1 浅井　莉子  中3 澤本　瑠衣  中2 前城　心海  中3 原　　明里  中2 宮津　優羽  中2 杉山　華苗  中3 佐藤　千鶴  中1

尾上　夏野  中2 石原　　恵  中3 佐藤　真希  中3 飯田朱紗海  中2 鈴木　和花  中3 疋田　ゆら  中3 和田みなみ  中2 鈴木ひより  中3

秋山　紗希  中2 豊田　琉愛  中2 兵藤　茉羽  中1 松野　心咲  中2 細越　万梨  中3 義村さらら  中2 平井　菜都  中3 白井　　穂  中3

山田　茅帆  中3 奥村　彩花  中3 大石　胡香  中1 原　たいな  中3 原田　真歩  中3 飯田帆乃香  中3 櫻井ひより  中3 諸田　彩羽  中3

4:33.20 4:36.78 4:37.48 4:38.34 4:40.87 4:42.43 4:42.91 4:51.17

バタフライ 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 200m 
決勝

個人メドレー 
 400m 

タイム決勝

フリーリレー 
 400m 
決勝

メドレーリレー 
 400m 
決勝

背泳ぎ 
 100m 
決勝

背泳ぎ 
 200m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 100m 
決勝

平泳ぎ 
 200m 

タイム決勝

バタフライ 
 100m 
決勝

自由形 
  50m 
決勝

自由形 
 100m 
決勝

自由形 
 200m 

タイム決勝

自由形 
 400m 

タイム決勝

自由形 
 800m 

タイム決勝



令和元年度 静岡県中学校水泳競技大会　【２日目】  

男子成績一覧表

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
内村　駿斗  中3 増田　莉蔵  中2 柴田　大輝  中3 原　　和成  中3 藤野　拓人  中3 島田　恭佑  中1 今枝　海斗  中1 杉山　元太  中2

金岡            浜松入野        県立浜松西      浅羽            熱海            静岡東          藤枝青島        三島北上        

54.84 54.88 54.93 56.07 57.11 57.32 57.49 57.58

押尾　駿太  中3 鈴木　秀誠  中3 森　　達也  中3 大塩　　陸  中3 髙　　颯太  中3 松浦　璃空  中3 濱田　啓作  中2 内山　悠瑠  中3

静岡賤機        柚野            静岡服織        静岡南          清水第七        浜松東部        焼津大村        袋井            

4:07.85 4:13.01 4:14.14 4:16.07 4:16.25 4:19.39 4:20.05 4:24.91

三木　航平  中3 辻　羽汰朗  中3 増田　修士  中3 奥　　大輝  中1 久保田将貴  中2 疋田　龍輝  中2 鈴木　蒼空  中3 尾野　拓朗  中3

浜松富塚        大仁            湖西岡崎        長泉            清水町立南      湖西新居        附属島田        袋井            

1:00.55 1:01.95 1:01.98 1:03.22 1:03.68 1:05.79 1:06.10 1:06.25

進士　歩夢  中3 青島優津樹  中3 五十嵐　陽  中3 宮崎　海里  中2 山野　紘聖  中2 小森　朝陽  中3 天野　柚琉  中2 関澤　薫平  中2

浜松与進        焼津大井川      焼津大富        浜松新津        浜松南陽        磐田城山        浜松曳馬        沼津第四        

1:05.45 1:05.74 1:08.89 1:09.56 1:09.64 1:10.08 1:10.18 1:10.47

中西　春稀  中2 岡田　裕司  中3 稲垣　毅流  中3 杉原　羽留  中3 若槻　風汰  中3 和久田修矢  中3 髙野　航史  中3 立川　隆大  中3

吉原第二        浜松丸塚        浜松南部        藤枝青島        浜松北部        浜松積志        暁秀            清水第七        

58.15 58.46 59.00 59.04 59.63 1:02.65 1:02.90 1:03.27

杉山　大晟  中3 石田　　基  中2 中村　壮志  中3 森　　優太  中3 川本　陸杜  中3 山本　捷人  中2 大木　優瑠  中2 星野　和希  中2

静岡東          御殿場西        浜松雄踏        富岡            浜松北星        浜松北星        修善寺          焼津東益津      

2:08.53 2:17.85 2:18.47 2:18.48 2:19.91 2:20.98 2:21.07 2:22.29

浜松富塚 県立浜松西 袋井 湖西岡崎 浜松与進 浜松湖東 浜松南部 浜松積志

三木　航平  中3 蛯原　東丸  中3 尾野　拓朗  中3 増田　修士  中3 西丸　　瞬  中2 吉田　竜都  中3 稲垣　毅流  中3 小平　隼士  中2

平山　貴統  中3 村山嘉唯吏  中3 内山　悠瑠  中3 椨　　　渉  中3 進士　歩夢  中3 市川　　空  中3 飛田　波月  中3 和久田修矢  中3

山口　晏空  中3 柴田　大輝  中3 赤堀　拓真  中3 鈴木　啓生  中3 杉浦　寿哉  中3 鮎澤　桂矢  中3 鈴木　温人  中2 中川　温斗  中3

山﨑　奏楽  中3 鈴木　凰生  中2 鈴木　広輝  中2 仁藤　良祐  中3 川久保　樹  中3 島野　陽葵  中3 前島　碧衣  中3 吉良　皓稀  中2

4:15.83 4:21.42 4:22.16 4:24.89 4:25.02 4:25.55 4:25.87 4:29.44

女子成績一覧表

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
磯江月希乃  中3 鈴木　月渚  中2 山田　茅帆  中3 大嶽　杏奈  中1 橋川　佳奈  中2 宇佐美莉子  中3 鈴木　樹里  中2 豊田　琉愛  中2

富士            愛鷹            県立浜松西      日大三島        富士岡          大富士          焼津大村        磐田城山        

57.58 58.08 59.23 59.78 1:00.66 1:00.83 1:01.38 1:01.93

県中学新

髙　　遥香  中1 山本　純奈  中3 細越　万梨  中3 二川目　鈴  中3 大江　佑花  中2 岩澤　月詞  中3 渡邊　紗里  中2 村田亜以留  中3

清水第七        浜松八幡        浜松入野        福田            浜松雄踏        多賀            星陵            浜松曳馬        

4:33.91 4:34.64 4:34.74 4:37.49 4:37.82 4:39.34 4:45.23 4:46.58

中島　芽郁  中2 佐藤　千鶴  中1 宮津　優羽  中2 平松　沙菜  中3 中山　　結  中1 飯尾　唯花  中3 川村　純令  中1 原　　明里  中2

日大三島        静岡服織        湖西新居        浜松蜆塚        瀬戸谷          浜松曳馬        浜松蜆塚        浜松入野        

1:05.35 1:06.60 1:07.39 1:07.71 1:07.98 1:08.12 1:08.62 1:09.19

柴本　真衣  中3 伊藤　　凜  中3 尾上　夏野  中2 田中　美海  中2 田川空羽音  中3 田中　乃愛  中3 鈴木美衣菜  中1 飯田帆乃香  中3

榛原            浅羽            県立浜松西      田子浦          浜松天竜        藤枝青島北      吉田            湖西新居        

1:13.59 1:16.01 1:16.14 1:16.47 1:17.03 1:17.34 1:17.89 1:17.93

山崎　萌音  中3 大澤　千依  中1 松野　心咲  中2 山下　倖和  中2 根岸　碧葉  中3 村上　愛藍  中2 本田和香奈  中3 磯本　彩花  中1

浜松庄内        袋井南          湖西鷲津        静岡籠上        浜松蜆塚        浜松開成        磐田豊田        浜松北部        

1:03.46 1:04.15 1:04.46 1:05.16 1:05.78 1:06.13 1:06.14 1:06.83

大塚　華蓮  中3 阿部りり香  中1 櫻井ひより  中3 秋山　紗希  中2 飯田朱紗海  中2 野田　璃来  中1 田村　菜生  中3 岩男　咲希  中1

静岡豊田        清水第五        県立清水南      県立浜松西      湖西鷲津        静岡長田南      吉田            磐田城山        

2:19.76 2:23.86 2:27.81 2:28.26 2:29.92 2:30.20 2:30.35 2:30.97

県立浜松西 磐田城山 城南静岡 湖西鷲津 浜松入野 湖西新居 県立清水南 静岡服織

廣橋　侑花  中1 浅井　莉子  中3 澤本　瑠衣  中2 前城　心海  中3 原　　明里  中2 宮津　優羽  中2 杉山　華苗  中3 佐藤　千鶴  中1

尾上　夏野  中2 石原　　恵  中3 佐藤　真希  中3 飯田朱紗海  中2 鈴木　和花  中3 疋田　ゆら  中3 和田みなみ  中2 鈴木ひより  中3

秋山　紗希  中2 豊田　琉愛  中2 兵藤　茉羽  中1 松野　心咲  中2 細越　万梨  中3 義村さらら  中2 平井　菜都  中3 白井　　穂  中3

山田　茅帆  中3 奥村　彩花  中3 大石　胡香  中1 原　たいな  中3 原田　真歩  中3 飯田帆乃香  中3 櫻井ひより  中3 諸田　彩羽  中3

4:33.20 4:36.78 4:37.48 4:38.34 4:40.87 4:42.43 4:42.91 4:51.17

総合成績

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
浜松富塚 県立浜松西 静岡東 湖西岡崎 浜松与進 浜松南部 袋井 金岡

33点 27点 27点 23点 20点 18点 17点 17点

※リレー得点による ※リレー得点による ※１位入賞者数による

県立浜松西 湖西鷲津 日大三島 磐田城山 浜松蜆塚 浜松入野 湖西新居 県立清水南

53点 35点 28点 25点 24点 23点 20点 19点

※リレー得点による

平泳ぎ 
 100m 
決勝

男子

女子

バタフライ 
 100m 
決勝

メドレー
リレー 
 400m 
決勝

2019/07/24～2019/07/25　　会場  浜松市総合水泳場
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男子成績一覧表

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
内村　駿斗  中3 柴田　大輝  中3 藤野　拓人  中3 今枝　海斗  中1 影山　稜真  中2 山﨑　奏楽  中3 平井　雄大  中3 原　　和成  中3

金岡            県立浜松西      熱海            藤枝青島        門池            浜松富塚        静岡観山        浅羽            

24.83 24.96 25.76 25.80 26.00 26.11 26.16 26.19

押尾　駿太  中3 鈴木　秀誠  中3 濱田　啓作  中2 増田　莉蔵  中2 望月　海都  中3 吉良　皓稀  中2 鈴木　啓生  中3 羽二生　絆  中2

静岡賤機        柚野            焼津大村        浜松入野        清水第二        浜松積志        湖西岡崎        富士南          

1:57.26 1:57.51 2:00.54 2:01.47 2:03.50 2:05.19 2:06.19 2:09.38

大塩　　陸  中3 森　　達也  中3 松浦　璃空  中3 石田　　基  中2 内山　悠瑠  中3 木村　和斗  中2 髙　　颯太  中3 勝亦　紘也  中3

静岡南          静岡服織        浜松東部        御殿場西        袋井            富士宮第三      清水第七        金岡            

16:39.50 16:40.21 16:57.30 16:57.70 17:21.98 17:28.47 17:28.73 17:44.84

三木　航平  中3 辻　羽汰朗  中3 増田　修士  中3 奥　　大輝  中1 中村　空海  中3 久保田将貴  中2 中田　健斗  中2 鶴田虎太朗  中1

浜松富塚        大仁            湖西岡崎        長泉            県立清水南      清水町立南      静岡南          浜松浜名        

2:09.19 2:13.57 2:15.88 2:17.94 2:19.14 2:19.17 2:22.71 2:23.33

大会新

進士　歩夢  中3 青島優津樹  中3 五十嵐　陽  中3 小森　朝陽  中3 関澤　薫平  中2 宮崎　海里  中2 天野　柚琉  中2 麻生　昂志  中3

浜松与進        焼津大井川      焼津大富        磐田城山        沼津第四        浜松新津        浜松曳馬        附属島田        

2:22.67 2:23.09 2:26.73 2:27.05 2:27.35 2:27.68 2:29.83 2:31.25

中西　春稀  中2 稲垣　毅流  中3 岡田　裕司  中3 杉原　羽留  中3 中村　莉空  中3 和久田修矢  中3 若槻　風汰  中3 髙野　航史  中3

吉原第二        浜松南部        浜松丸塚        藤枝青島        磐田豊田        浜松積志        浜松北部        暁秀            

2:07.65 2:08.64 2:08.75 2:08.91 2:15.61 2:15.77 2:17.26 2:19.04

杉山　大晟  中3 中村　壮志  中3 大木　優瑠  中2 森　　優太  中3 星野　和希  中2 山本　捷人  中2 望月　皓太  中3 川本　陸杜  中3

静岡東          浜松雄踏        修善寺          富岡            焼津東益津      浜松北星        清水第二        浜松北星        

4:36.97 4:52.57 4:54.89 4:58.08 4:59.64 5:00.43 5:00.52 5:03.04

静岡東 県立浜松西 浜松富塚 袋井 湖西岡崎 浜松南部 湖西新居 浜松積志

杉山　大晟  中3 蛯原　東丸  中3 三木　航平  中3 内山　悠瑠  中3 鈴木　啓生  中3 稲垣　毅流  中3 柏木　颯羽  中3 吉良　皓稀  中2

鈴木龍之介  中2 柴田　大輝  中3 山口　晏空  中3 鈴木　佑盛  中3 増田　修士  中3 大石　煌斗  中2 山本　凌輔  中3 小平　隼士  中2

田邊　　創  中3 村山嘉唯吏  中3 中野　源大  中3 古田　真翔  中3 仁藤　良祐  中3 飛田　波月  中3 疋田　龍輝  中2 中川　温斗  中3

島田　恭佑  中1 鈴木　凰生  中2 山﨑　奏楽  中3 鈴木　広輝  中2 椨　　　渉  中3 前島　碧衣  中3 吉山　幸佑  中2 和久田修矢  中3

3:52.30 3:56.66 3:57.29 3:58.20 3:58.23 4:00.11 4:01.26 4:02.62

女子成績一覧表

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
鈴木　月渚  中2 山田　茅帆  中3 橋川　佳奈  中2 山本　真由  中2 田村　菜生  中3 大竹　菖愛  中2 原　たいな  中3 山下　倖和  中2

愛鷹            県立浜松西      富士岡          附属島田        吉田            沼津第五        湖西鷲津        静岡籠上        

26.28 26.87 27.94 28.16 28.30 28.33 28.47 28.66

県中新

磯江月希乃  中3 大嶽　杏奈  中1 秋山　紗希  中2 杉浦　心美  中2 豊田　琉愛  中2 二川目　鈴  中3 鈴木　樹里  中2 大江　佑花  中2

富士            日大三島        県立浜松西      浜松与進        磐田城山        福田            焼津大村        浜松雄踏        

2:04.51 2:09.39 2:10.83 2:11.28 2:11.36 2:11.39 2:12.86 2:14.77

大会新

髙　　遥香  中1 山本　純奈  中3 兵藤　茉羽  中1 舘野　穂歌  中3 芝原　帆香  中2 村田亜以留  中3 平野　美空  中2 奥村　彩花  中3

清水第七        浜松八幡        城南静岡        富士岳陽        静岡南          浜松曳馬        浜松曳馬        磐田城山        

9:17.13 9:31.29 9:34.50 9:40.17 9:42.26 9:47.94 9:48.07 9:48.91

中島　芽郁  中2 飯尾　唯花  中3 宮津　優羽  中2 佐藤　千鶴  中1 原　　明里  中2 川村　純令  中1 中山　　結  中1 浅井　莉子  中3

日大三島        浜松曳馬        湖西新居        静岡服織        浜松入野        浜松蜆塚        瀬戸谷          磐田城山        

2:18.43 2:22.62 2:23.01 2:24.58 2:26.49 2:27.18 2:27.23 2:27.58

柴本　真衣  中3 尾上　夏野  中2 田中　美海  中2 伊藤　　凜  中3 田川空羽音  中3 一柳　里緒  中3 疋田　ゆら  中3 佐藤　真希  中3

榛原            県立浜松西      田子浦          浅羽            浜松天竜        浜松北星        湖西新居        城南静岡        

2:34.45 2:41.70 2:42.65 2:43.23 2:46.42 2:46.57 2:46.77 2:46.79

松野　心咲  中2 山崎　萌音  中3 高部　穂波  中3 細越　万梨  中3 本田和香奈  中3 根岸　碧葉  中3 磯本　彩花  中1 大澤　千依  中1

湖西鷲津        浜松庄内        清水第五        浜松入野        磐田豊田        浜松蜆塚        浜松北部        袋井南          

2:19.85 2:20.01 2:21.77 2:22.14 2:23.03 2:23.99 2:26.67 2:28.91

大塚　華蓮  中3 櫻井ひより  中3 阿部りり香  中1 岩男　咲希  中1 飯田朱紗海  中2 平野　愛香  中3 野田　璃来  中1 後藤　仁胡  中3

静岡豊田        県立清水南      清水第五        磐田城山        湖西鷲津        三島北上        静岡長田南      静岡東          

4:57.96 5:04.94 5:09.34 5:14.27 5:16.53 5:19.09 5:20.77 5:22.07

県立浜松西 浜松蜆塚 湖西鷲津 磐田城山 県立清水南 浜松入野 湖西新居 城南静岡

山田　茅帆  中3 平松　沙菜  中3 飯田朱紗海  中2 豊田　琉愛  中2 櫻井ひより  中3 原　　明里  中2 宮津　優羽  中2 大石　胡香  中1

秋山　紗希  中2 川村　純令  中1 原　たいな  中3 浅井　莉子  中3 平井　菜都  中3 鈴木　和花  中3 飯田帆乃香  中3 兵藤　茉羽  中1

尾上　夏野  中2 大石　　京  中3 前城　心海  中3 奥村　彩花  中3 和田みなみ  中2 細越　万梨  中3 尾崎　日向  中3 澤本　瑠衣  中2

鈴木　杏奈  中3 根岸　碧葉  中3 松野　心咲  中2 石原　　恵  中3 杉山　華苗  中3 原田　真歩  中3 疋田　ゆら  中3 佐藤　真希  中3

4:07.30 4:08.62 4:12.14 4:13.52 4:13.92 4:16.74 4:17.26 4:19.07

大会新
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令和元年度 第72回静岡県中学校総合体育大会水泳競技（競泳）の部　【１日目：7月24日（水）】
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