
令和２年度 静岡県中学校水泳競技通信大会 2020/08/01～2020/08/02 東部地区会場　静岡県富士水泳場

中部地区会場　静岡県立水泳場

男子成績一覧表 西部地区会場　浜松市総合水泳場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
自由形 増田　莉蔵　中3 今枝　海斗　中2 夏目　悠貴　中3 杉山　元太　中3 関川　赳功　中1 影山　稜真　中3 鈴木　凰生　中3 花村　優輝　中2

50m 浜松入野 藤枝青島 吉原第二 三島北上 静岡城内 門池 県立浜松西 沼津片浜

   24.70    25.58    25.65    25.68    26.18    26.21    26.27    26.31

自由形 増田　莉蔵　中3 鈴木　麻央　中3 今枝　海斗　中2 島田　恭佑　中2 鈴木　凰生　中3 夏目　悠貴　中3 鈴木龍之介　中3 鈴木　　颯　中1

100m 浜松入野 浜松曳馬 藤枝青島 静岡東 県立浜松西 吉原第二 静岡東 湖西岡崎

   53.27    55.02    55.73    55.96    56.28    56.67    56.67    56.75

6位同着 6位同着

自由形 鈴木　麻央　中3 吉良　皓稀　中3 濱田　啓作　中3 島田　恭佑　中2 西丸　　瞬　中3 鈴木　　颯　中1 鈴木龍之介　中3 池住　碧空　中3

200m 浜松曳馬 浜松積志 焼津大村 静岡東 浜松与進 湖西岡崎 静岡東 島田第一

 1:58.03  1:59.61  2:00.32  2:01.77  2:02.51  2:02.96  2:05.05  2:06.21

自由形 大木　優瑠　中3 石田　　基　中3 吉良　皓稀　中3 濱田　啓作　中3 西丸　　瞬　中3 大石　煌斗　中3 夏目　竜樹　中2 木村　和斗　中3

400m 修善寺 御殿場西 浜松積志 焼津大村 浜松与進 浜松南部 浜松笠井 富士宮第三

 4:09.78  4:13.64  4:15.72  4:16.18  4:21.98  4:26.48  4:26.84  4:27.37

自由形 石田　　基　中3 大石　煌斗　中3 木村　和斗　中3 大庭　惺矢　中2 祢次金聖那　中2 妹尾　祐聖　中3 鎌田　　優　中2 木部　煌蓮　中2

1500m 御殿場西 浜松南部 富士宮第三 磐田南部 静岡南 小山 静岡高松 宇佐美

16:58.28 17:38.00 17:46.97 17:47.54 17:50.76 17:55.39 17:55.73 17:58.70

背泳ぎ 奥　　大輝　中2 岡田　央佑　中3 中田　健斗　中3 久保田将貴　中3 藤原　永遠　中2 疋田　龍輝　中3 鶴田虎太朗　中2 伊藤　嵩琉　中3

100m 長泉 浜松入野 静岡南 清水南 周南 新居 浜名 島田六合

 1:00.63  1:03.15  1:03.22  1:03.26  1:03.37  1:04.29  1:04.38  1:04.58

背泳ぎ 奥　　大輝　中2 中田　健斗　中3 鶴田虎太朗　中2 藤原　永遠　中2 伊藤　嵩琉　中3 久保田将貴　中3 疋田　龍輝　中3 岡田　央佑　中3

200m 長泉 静岡南 浜名 周南 島田六合 清水南 新居 浜松入野

 2:12.08  2:15.32  2:17.05  2:17.83  2:18.09  2:18.64  2:19.60  2:20.20

平泳ぎ 宮崎　海里　中3 山野　紘聖　中3 天野　柚琉　中3 村松　昊河　中2 関澤　薫平　中3 松下　遥音　中3 神野　　渉　中3 大野　将斗　中3

100m 浜松新津 浜松南陽 浜松曳馬 旭が丘 沼津第四 浜松中郡 焼津大井川 掛川西

 1:06.91  1:07.60  1:07.95  1:08.08  1:08.66  1:09.39  1:10.23  1:10.97

平泳ぎ 宮崎　海里　中3 天野　柚琉　中3 関澤　薫平　中3 山野　紘聖　中3 村松　昊河　中2 松下　遥音　中3 神野　　渉　中3 木部　歩輝　中2

200m 浜松新津 浜松曳馬 沼津第四 浜松南陽 旭が丘 浜松中郡 焼津大井川 宇佐美

 2:23.70  2:26.30  2:26.65  2:26.81  2:28.54  2:31.15  2:33.93  2:36.01

バタフライ 中西　春稀　中3 平岡　大河　中1 羽二生　絆　中3 濱田　瀬那　中3 鈴木　俊哉　中3 鈴木　温人　中3 神谷　晟斗　中3 小沢　卓未　中2

100m 吉原第二 清水小島 富士南 清水興津 周南 浜松南部 牧之原 清水南

   57.26  1:01.94  1:02.35  1:02.64  1:02.76  1:03.33  1:03.37  1:03.53

バタフライ 中西　春稀　中3 濱田　瀬那　中3 太田　準也　中2 鈴木　温人　中3 神谷　晟斗　中3 石橋　　煌　中2 山下佳奈人　中3 天野　景仁　中3

200m 吉原第二 清水興津 磐田城山 浜松南部 牧之原 県立清水南 磐田城山 浜松舞阪

 2:08.35  2:18.39  2:20.93  2:21.23  2:23.90  2:24.25  2:24.38  2:24.53

個人メドレー 山本　捷人　中3 平岡　大河　中1 高柳　武来　中3 柴田　恵達　中3 齋藤　健太　中1 藤井　優羽　中2 谷野　成悠　中1 天野　　聖　中3

200m 浜松北星 清水小島 浜松江西 沼津金岡 浜松丸塚 多賀 湖西鷲津 浜松曳馬

 2:19.09  2:19.12  2:19.18  2:20.73  2:21.18  2:22.18  2:22.64  2:24.63

個人メドレー 大木　優瑠　中3 山本　捷人　中3 高柳　武来　中3 天野　　聖　中3 藤井　優羽　中2 柴田　恵達　中3 星野　和希　中3 秋定　侑汰　中1

400m 修善寺 浜松北星 浜松江西 浜松曳馬 多賀 沼津金岡 焼津東益津 静岡豊田

 4:45.40  4:54.89  4:55.07  5:02.37  5:02.44  5:05.50  5:05.51  5:05.98

フリーリレー 浜松曳馬 浜松北星 静岡服織 浜松南部 浜松雄踏 県立浜松西 新居 浜松中郡

4x100m 鈴木　麻央 山本　捷人 竹下　煉二 鈴木　温人 倉知　駿羽 鈴木　凰生 疋田　龍輝 加用　一稀

天野　　聖 阿部　亜音 林　　暖翔 外波山大悟 菅谷　颯太 森本　朔矢 吉山　幸佑 松下　遥音

鈴木　拓陸 池田　和輝 赤堀冴壱我 井口瑚太郎 中村　祐太 山岸　友希 吉田　朔也 石津　悠惺

天野　柚琉 上口　智亘 遠藤　響己 大石　煌斗 山本　　巧 鈴木　海音 石塚　大空 鈴木　尊仁

 3:57.47  4:00.86  4:01.46  4:02.94  4:03.58  4:04.52  4:06.65  4:06.95

メドレーリレー 浜松曳馬 浜松北星 県立浜松西 周南 浜松中郡 静岡服織 浜松雄踏 浜松南部

4x100m 鈴木　麻央 池田　和輝 松下　篤史 藤原　永遠 鈴木　尊仁 赤堀冴壱我 山本　　巧 井口瑚太郎

天野　柚琉 小梢　瑶太 犬塚　悠弥 爾見　泰陽 松下　遥音 竹下　煉二 中村　祐太 大石　煌斗

天野　　聖 山本　捷人 森本　朔矢 鈴木　俊哉 加用　一稀 遠藤　響己 菅谷　颯太 鈴木　温人

瀧口　真宏 阿部　亜音 鈴木　凰生 荒井　　悟 石津　悠惺 林　　暖翔 倉知　駿羽 外波山大悟

 4:20.31  4:24.45  4:28.44  4:33.04  4:34.20  4:34.24  4:34.33 4:34.79



令和２年度 静岡県中学校水泳競技通信大会 2020/08/01～2020/08/02 東部地区会場　静岡県富士水泳場

中部地区会場　静岡県立水泳場

女子成績一覧表 西部地区会場　浜松市総合水泳場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
自由形 鈴木　月渚　中3 髙橋未季歩　中3 橋川　佳奈　中3 名倉　歩美　中3 二宮　扶実　中3 平野　裕里　中2 山本　真由　中3 佐藤　千鶴　中2

50ｍ 愛鷹 島田第二 富士岡 袋井 浜松庄内 磐田第一 附属島田 静岡服織

   26.47    27.77    28.17    28.44    28.55    28.82    28.85    28.86

自由形 鈴木　月渚　中3 野崎　由夏　中1 大嶽　杏奈　中2 名倉　歩美　中3 鈴木ひな子　中1 佐藤　　麗　中1 佐藤　千鶴　中2 杉浦　心美　中3

100ｍ 愛鷹 藤枝西益津 日大三島 袋井 浜松開成 吉原第二 静岡服織 浜松与進

   58.09  1:00.47  1:01.29  1:01.82  1:02.17  1:02.49  1:02.50  1:02.53

自由形 野崎　由夏　中1 豊田　琉愛　中3 杉浦　心美　中3 秋山　紗希　中3 大嶽　杏奈　中2 鈴木ひな子　中1 大江　佑花　中3 山村　咲瑛　中3

200ｍ 藤枝西益津 磐田城山 浜松与進 県立浜松西 日大三島 浜松開成 浜松雄踏 浜松開成

 2:08.84  2:09.92  2:11.60  2:11.77  2:13.16  2:14.25  2:15.08  2:15.13

自由形 髙　　遥香　中2 豊田　琉愛　中3 芝原　帆香　中3 青木　咲笑　中2 平野　美空　中3 兵藤　茉羽　中2 土屋　　環　中2 山本　　葵　中2

400ｍ 清水第七 磐田城山 静岡南 浜松日体中 浜松曳馬 城南静岡 沼津第一 清水第六

 4:31.27  4:32.95  4:40.77  4:43.76  4:44.40  4:46.61  4:47.63  4:48.10

自由形 髙　　遥香　中2 兵藤　茉羽　中2 佐藤　　麗　中1 芝原　帆香　中3 平野　美空　中3 青木　咲笑　中2 小杉　紗香　中3 土屋　　環　中2

800ｍ 清水第七 城南静岡 吉原第二 静岡南 浜松曳馬 浜松日体中 暁秀 沼津第一

 9:08.16  9:27.91  9:29.85  9:30.95  9:42.36  9:42.46  9:47.36  9:56.16

背泳ぎ 中島　芽郁　中3 大塚　莉杏　中2 宮津　優羽　中3 川村　純令　中2 乗松咲矢香　中1 中山　　結　中2 廣橋　侑花　中2 原　　明里　中3

100ｍ 日大三島 島田六合 新居 浜松蜆塚 袋井 瀬戸谷 県立浜松西 浜松入野

 1:06.09  1:07.35  1:07.80  1:08.44  1:08.46  1:08.53  1:09.51  1:10.08

背泳ぎ 中島　芽郁　中3 大塚　莉杏　中2 宮津　優羽　中3 原　　明里　中3 中山　　結　中2 乗松咲矢香　中1 廣橋　侑花　中2 澤本　瑠衣　中3

200ｍ 日大三島 島田六合 新居 浜松入野 瀬戸谷 袋井 県立浜松西 城南静岡

 2:20.17  2:25.29  2:26.60  2:27.26  2:27.53  2:27.62  2:27.66  2:29.84

平泳ぎ 山田奈央子　中1 伊藤　麻衣　中2 後藤　里珠　中1 星野　奈々　中1 尾上　夏野　中3 星野　光咲　中3 山下　葉菜　中1 後藤　百萌　中2

100ｍ 県立浜松西 湖西岡崎 静岡西奈 門池 県立浜松西 門池 清水第二 静岡東

 1:15.33  1:17.19  1:17.55  1:17.59  1:18.13  1:18.75  1:18.76  1:19.58

平泳ぎ 仁科　恋香　中2 後藤　里珠　中1 山田奈央子　中1 星野　奈々　中1 河又なぎさ　中3 山下　葉菜　中1 尾上　夏野　中3 伊藤　麻衣　中2

200ｍ 愛鷹 静岡西奈 県立浜松西 門池 島田第二 清水第二 県立浜松西 湖西岡崎

 2:42.78  2:44.12  2:44.34  2:47.31  2:47.86  2:47.94  2:48.15  2:49.05

バタフライ 大澤　千依　中2 松野　心咲　中3 平澤　真咲　中3 村山くれあ　中2 秋山　紗希　中3 水上　璃乃　中1 望月　咲那　中2 髙橋未季歩　中3

100ｍ 袋井南 湖西鷲津 浜松新津 浜松富塚 県立浜松西 磐田城山 清水第二 島田第二

 1:03.13  1:03.50  1:05.76  1:06.84  1:06.90  1:06.90  1:07.11  1:07.33

５位同着 ５位同着

バタフライ 松野　心咲　中3 平澤　真咲　中3 村山くれあ　中2 磯本　彩花　中2 山本　美緒　中2 岩瀬　愛梨　中3 村上　愛藍　中3 山内　美紅　中1

200ｍ 湖西鷲津 浜松新津 浜松富塚 浜松北部 浜松舞阪 静岡南 浜松開成 静岡東

 2:20.99  2:27.15  2:29.24  2:29.28  2:31.46  2:31.81  2:32.57  2:34.81

個人メドレー 大澤　千依　中2 飯田朱紗海　中3 阿部りり香　中2 鈴木　樹里　中3 水上　璃乃　中1 田中　美海　中3 髙澤　希輝　中3 山田侑希采　中1

200ｍ 袋井南 湖西鷲津 清水第五 焼津大村 磐田城山 田子浦 浜松新津 浅羽

 2:23.68  2:28.57  2:29.18  2:30.65  2:32.41  2:32.96  2:33.64  2:34.67

個人メドレー 阿部りり香　中2 飯田朱紗海　中3 仁科　恋香　中2 谷川　舞香　中3 古橋　朋佳　中2 椿　　桃華　中1 大平　紋那　中1 冨加見玲音　中3

400ｍ 清水第五 湖西鷲津 愛鷹 掛川北 西遠女子 静岡南 浜松日体中 磐田第一

 5:09.37  5:12.20  5:20.91  5:23.70  5:27.87  5:28.46  5:38.86  5:40.23

フリーリレー 県立浜松西 浜松開成 湖西鷲津 城南静岡 袋井南 袋井 磐田城山 島田第二

4x100m 尾上　夏野 鈴木ひな子 飯田朱紗海 兵藤　茉羽 大澤　千依 名倉　歩美 豊田　琉愛 髙橋未季歩

廣橋　侑花 村上　愛藍 林　　莉々 大石　胡香 久保田栞央 原田　夏苗 須山　栞鈴 奥山　美穏

山田奈央子 島津　莉帆 松野　心咲 澤本　瑠衣 佐藤　悠愛 井田早輝子 水上　璃乃 河又なぎさ

秋山　紗希 山村　咲瑛 野末みさ紀 佐野　彩華 山田　華音 乗松咲矢香 阿部　日咲 大塚　真菜

 4:09.10  4:10.94  4:14.12  4:17.79  4:18.35  4:18.90  4:19.15  4:22.82

メドレーリレー 湖西鷲津 県立浜松西 磐田城山 浜松開成 島田第二 袋井南 浜松蜆塚 袋井

4x100m 飯田朱紗海 廣橋　侑花 阿部　日咲 村上　愛藍 奥山　美穏 山田　華音 川村　純令 乗松咲矢香

藤村　梨那 尾上　夏野 田中　南有 山村　咲瑛 河又なぎさ 久保田栞央 矢野　光梨 芦田　一華

松野　心咲 秋山　紗希 水上　璃乃 島津　莉帆 髙橋未季歩 大澤　千依 原田　好花 名倉　歩美

林　　莉々 新居　凜花 豊田　琉愛 鈴木ひな子 大塚　真菜 佐藤　悠愛 鈴木　菜央 原田　夏苗

 4:36.29  4:42.44  4:43.71  4:45.75  4:50.30  4:51.50  4:53.29  4:53.92


