
男子成績一覧表 

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

石川　大智  中3 鈴木　雅晴  中3 袴田　琉勢  中3 原　　和成  中2 田中　夕也  中3 若槻　風汰  中2 鈴木　　渉  中2 山﨑　奏楽  中2

浜松日体        県立浜松西      湖西新居        浅羽            湖西岡崎        浜松北部        浜松西部        浜松富塚        

25.31 25.33 25.49 26.61 26.95 27.11 27.45 27.58

石川　大智  中3 袴田　琉勢  中3 内山　太地  中3 原　　和成  中2 若槻　風汰  中2 三浦　　翼  中3 鈴木　　渉  中2 前島　碧衣  中2

浜松日体        湖西新居        浜松日体        浅羽            浜松北部        浜松積志        浜松西部        浜松南部        

54.23 55.02 57.09 58.22 59.04 59.95 1:00.00 1:00.38

岩男　侑樹  中3 菊地　善喜  中3 内山　太地  中3 大石　広夢  中3 前島　碧衣  中2 鈴木　慈大  中3 髙橋　直矢  中3 荒井　　亘  中3

磐田城山　      湖西鷲津        浜松日体        掛川大浜        浜松南部        浜松南陽        浜松天竜        周南            

2:01.09 2:01.86 2:04.95 2:07.62 2:11.62 2:12.58 2:14.11 2:14.27

岩男　侑樹  中3 菊地　善喜  中3 大村紘一郎  中3 稲垣　毅流  中2 松浦　璃空  中2 岡田　裕司  中2 本田　唯真  中3 鈴木　凜也  中3

磐田城山　      湖西鷲津        浜松庄内        浜松南部        浜松東部        浜松丸塚        浜松三方原      浜松高台        

4:16.26 4:16.49 4:17.19 4:17.97 4:24.54 4:30.10 4:31.14 4:32.45

大村紘一郎  中3 松浦　璃空  中2 鈴木　凜也  中3 本田　唯真  中3 近藤　幹大  中3 内山　悠瑠  中2 柏木　颯羽  中2 袴田　真浩  中3

浜松庄内        浜松東部        浜松高台        浜松三方原      菊川岳洋        袋井            湖西新居        湖西新居        

16:56.75 17:29.10 17:34.39 17:51.50 18:00.08 18:16.89 18:26.86 18:44.17

廣橋　諒人  中3 三木　航平  中2 増田　修士  中2 田中　空知  中3 天羽　　瞬  中3 鈴木　冴侑  中3 松浦　　颯  中3 野村　優貴  中3

湖西鷲津        浜松富塚        湖西岡崎        湖西新居        磐田城山　      旭が丘          磐田南部        浜松南陽        

59.99 1:03.57 1:05.52 1:06.63 1:08.59 1:08.90 1:10.01 1:10.09

廣橋　諒人  中3 三木　航平  中2 増田　修士  中2 田中　空知  中3 松浦　　颯  中3 天羽　　瞬  中3 齋藤　龍平  中3 鈴木　歩夢  中3

湖西鷲津        浜松富塚        湖西岡崎        湖西新居        磐田南部        磐田城山　      県立浜松西      浜松南部        

2:09.68 2:14.89 2:22.29 2:26.71 2:26.75 2:27.57 2:29.04 2:29.49

大会新

井上　　颯  中3 進士　歩夢  中2 大野　祐輝  中3 和久田康誓  中3 戸塚　琉斗  中3 小関　　黎  中3 尾崎　大輔  中3 小森　朝陽  中2

浜松日体        浜松与進        豊岡　　        浜松雄踏        浜松北星        浜松湖東        掛川東          磐田城山　      

1:07.75 1:08.30 1:10.84 1:10.87 1:11.56 1:12.13 1:12.50 1:12.58

井上　　颯  中3 進士　歩夢  中2 和久田康誓  中3 大野　祐輝  中3 戸塚　琉斗  中3 小森　朝陽  中2 天野　柚琉  中1 川本　陸杜  中2

浜松日体        浜松与進        浜松雄踏        豊岡　　        浜松北星        磐田城山　      浜松曳馬        浜松北星        

2:19.84 2:28.91 2:33.45 2:33.63 2:34.89 2:35.00 2:35.87 2:36.28

大会新

門間　昂汰  中3 鈴木　智大  中3 樽角　　碧  中3 網代　光伸  中3 古牧　駿一  中3 中村　恒介  中3 齋藤　龍平  中3 宮﨑　裕瀬  中3

浜松雄踏        磐田城山　      浜松北星        湖西鷲津        浜松天竜        浜松湖東        県立浜松西      浜松雄踏        

58.23 59.16 1:00.50 1:03.96 1:04.74 1:05.03 1:05.29 1:05.37

門間　昂汰  中3 鈴木　智大  中3 樽角　　碧  中3 稲垣　毅流  中2 岡田　裕司  中2 中村　莉空  中2 西川　朋輝  中3 古牧　駿一  中3

浜松雄踏        磐田城山　      浜松北星        浜松南部        浜松丸塚        磐田豊田        湖西新居        浜松天竜        

2:08.13 2:09.98 2:13.60 2:13.69 2:13.88 2:21.07 2:21.39 2:22.71

植屋　日志  中3 鈴木　雅晴  中3 宮崎　海里  中1 中村　壮志  中2 増田　莉蔵  中1 吉田　航成  中3 山口　晏空  中2 三浦　　翼  中3

県立浜松西      県立浜松西      浜松新津        浜松雄踏        浜松入野        湖西新居        浜松富塚        浜松積志        

2:12.46 2:15.77 2:23.25 2:23.83 2:26.53 2:27.13 2:28.22 2:28.90

大会新

植屋　日志  中3 中村　壮志  中2 宮崎　海里  中1 増田　莉蔵  中1 吉田　航成  中3 山口　晏空  中2 山本　捷人  中1 山本　凌輔  中2

県立浜松西      浜松雄踏        浜松新津        浜松入野        湖西新居        浜松富塚        浜松北星        湖西新居        

4:36.40 5:03.76 5:07.07 5:11.20 5:14.02 5:15.16 5:18.33 5:18.84

大会新

浜松日体 湖西新居 磐田城山 湖西鷲津 県立浜松西 浜松雄踏 湖西岡崎 浜松富塚

内山　太地  中3 袴田　琉勢  中3 鈴木　智大  中3 廣橋　諒人  中3 植屋　日志  中3 門間　昂汰  中3 増田　修士  中2 三木　航平  中2

新林　　空  中3 西川　朋輝  中3 小森　朝陽  中2 網代　光伸  中3 鈴木　雅晴  中3 和久田康誓  中3 田中　夕也  中3 山口　晏空  中2

井上　　颯  中3 吉田　航成  中3 天羽　　瞬  中3 山本　貴大  中3 齋藤　龍平  中3 中村　壮志  中2 鈴木　啓生  中2 室坂　和志  中3

石川　大智  中3 田中　空知  中3 岩男　侑樹  中3 菊地　善喜  中3 鈴木　凰生  中1 宮﨑　裕瀬  中3 片岡　拓水  中3 川上　恵生  中3

3:51.59 3:52.46 3:53.18 3:59.16 4:00.00 4:01.20 4:07.31 4:08.69

磐田城山 浜松日体 湖西鷲津 浜松雄踏 県立浜松西 浜松北星 浜松南部 浜松湖東

岩男　侑樹  中3 石川　大智  中3 廣橋　諒人  中3 中村　壮志  中2 植屋　日志  中3 川本　陸杜  中2 鈴木　歩夢  中3 鈴木　颯太  中3

小森　朝陽  中2 井上　　颯  中3 山本　貴大  中3 和久田康誓  中3 鈴木　雅晴  中3 戸塚　琉斗  中3 飛田　波月  中2 小関　　黎  中3

鈴木　智大  中3 新林　　空  中3 網代　光伸  中3 門間　昂汰  中3 齋藤　龍平  中3 樽角　　碧  中3 稲垣　毅流  中2 中村　恒介  中3

天羽　　瞬  中3 内山　太地  中3 菊地　善喜  中3 宮﨑　裕瀬  中3 鈴木　凰生  中1 山本　捷人  中1 前島　碧衣  中2 今田　佑飛  中3

4:14.46 4:15.36 4:19.71 4:22.03 4:24.21 4:32.55 4:33.70 4:33.72

大会新

静岡県中学校総合体育大会 水泳競技の部 西部地区予選会

会場：浜松市総合水泳場

平成３０年７月７日（土）８日（日）
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女子成績一覧表 

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

山田　茅帆  中2 北島　伽澄  中3 平松　沙菜  中2 大橋　　麦  中3 原　たいな  中2 豊田　琉愛  中1 寺下　　凜  中3 名倉　歩美  中1

県立浜松西      浜松丸塚        浜松蜆塚        豊田南          湖西鷲津        磐田城山　      掛川東          袋井            

27.21 27.55 28.04 28.42 28.58 28.78 29.13 29.17

山田　茅帆  中2 北島　伽澄  中3 鈴木　志保  中3 山本　純奈  中2 大橋　　麦  中3 原　たいな  中2 豊田　琉愛  中1 名倉　歩美  中1

県立浜松西      浜松丸塚        浜松新津        浜松八幡        豊田南          湖西鷲津        磐田城山　      袋井            

59.50 59.69 59.91 1:01.36 1:02.35 1:02.76 1:02.98 1:03.10

鈴木　志保  中3 中村　優月  中3 二川目　鈴  中2 根岸　碧葉  中2 杉浦　心美  中1 安達　砂羽  中3 宮地　蘭来  中1 鈴木　美帆  中3

浜松新津        浜松江南        福田        　  浜松蜆塚        浜松与進        浜松三方原      磐田東　　　    浜松積志        

2:09.95 2:13.97 2:17.05 2:17.93 2:18.19 2:18.80 2:18.98 2:19.95

星野　冴里  中3 鈴木　愛琳  中3 鈴木日菜子  中3 二川目　鈴  中2 岸田　彩流  中2 吉野　遥陽  中3 奥村　彩花  中2 大須賀　笑  中1

浜松北星        磐田第一　      浜松南部        福田        　  浜松西部        県立浜松西      磐田城山　      浜松天竜        

4:38.52 4:43.15 4:44.95 4:45.51 4:46.77 4:52.57 4:52.71 4:53.86

鈴木　愛琳  中3 山本　純奈  中2 星野　冴里  中3 鈴木日菜子  中3 岸田　彩流  中2 奥村　彩花  中2 塚本　紗也  中3 村田亜以留  中2

磐田第一　      浜松八幡        浜松北星        浜松南部        浜松西部        磐田城山　      湖西岡崎        浜松曳馬        

9:34.46 9:39.80 9:40.89 9:45.92 9:51.18 9:59.42 10:07.64 10:09.02

伊藤亜香利  中3 平松　沙菜  中2 飯尾　唯花  中2 宮津　優羽  中1 山本　愛梨  中2 赤堀　佑奈  中3 岡部　　侑  中2 杉本　真菜  中2

湖西鷲津        浜松蜆塚        浜松曳馬        湖西新居        浜松北浜        浜松篠原        浜松北星        浜松積志        

1:04.44 1:08.44 1:08.92 1:09.74 1:10.29 1:10.59 1:11.00 1:11.17

大会新

伊藤亜香利  中3 井口　萌渚  中3 飯尾　唯花  中2 山本　愛梨  中2 宮津　優羽  中1 浅井　莉子  中2 赤堀　佑奈  中3 原　　明里  中1

湖西鷲津        浜松新津        浜松曳馬        浜松北浜        湖西新居        磐田城山　      浜松篠原        浜松入野        

2:17.16 2:27.19 2:28.28 2:31.01 2:31.65 2:32.63 2:32.85 2:35.36

大会新

塚本　乃愛  中3 伊藤　　凜  中2 神谷　真生  中3 尾上　夏野  中1 増永　瑞希  中3 飯田帆乃香  中2 片桐　果音  中2 一柳　里緒  中2

浜松南部        浅羽            県立浜松西      県立浜松西      浜松曳馬        湖西新居        浜松入野        浜松北星        

1:15.66 1:17.14 1:17.45 1:18.75 1:19.19 1:19.39 1:19.63 1:19.94

塚本　乃愛  中3 伊藤　　凜  中2 増永　瑞希  中3 尾上　夏野  中1 片桐　果音  中2 神谷　真生  中3 一柳　里緒  中2 遠山　優花  中3

浜松南部        浅羽            浜松曳馬        県立浜松西      浜松入野        県立浜松西      浜松北星        浜松与進        

2:43.39 2:45.28 2:46.83 2:48.70 2:49.71 2:49.94 2:51.90 2:52.95

山崎　萌音  中2 松村歩乃夏  中3 松野　心咲  中1 細越　万梨  中2 秋山　紗希  中1 本田和香奈  中2 鈴木　友菜  中3 山村　咲瑛  中1

浜松庄内        浜松入野        湖西鷲津        浜松入野        県立浜松西      磐田豊田        袋井            浜松開成        

1:04.59 1:05.85 1:06.30 1:06.70 1:07.52 1:09.10 1:09.35 1:09.68

山崎　萌音  中2 細越　万梨  中2 松野　心咲  中1 松村歩乃夏  中3 本田和香奈  中2 秋山　紗希  中1 古橋　京佳  中3 大須賀　笑  中1

浜松庄内        浜松入野        湖西鷲津        浜松入野        磐田豊田        県立浜松西      西遠女子        浜松天竜        

2:21.43 2:24.90 2:25.26 2:27.85 2:31.04 2:31.12 2:32.43 2:39.06

井口　萌渚  中3 中村　優月  中3 大澤　実礼  中3 伊藤　七海  中3 安達　砂羽  中3 中村　心音  中1 大石　　京  中2 谷川　舞香  中1

浜松新津        浜松江南        袋井南          浜松入野        浜松三方原      浜松江南        浜松蜆塚        掛川北          

2:27.69 2:28.34 2:32.62 2:34.60 2:37.07 2:38.02 2:39.70 2:40.27

伊藤　七海  中3 大澤　実礼  中3 鈴木　友菜  中3 中村　心音  中1 谷川　舞香  中1 大石　　京  中2 平野　美空  中1 市川　もね  中2

浜松入野        袋井南          袋井            浜松江南        掛川北          浜松蜆塚        浜松曳馬        浜松丸塚        

5:15.95 5:24.67 5:25.15 5:33.83 5:37.32 5:37.42 5:49.01 5:51.87

湖西鷲津 県立浜松西 浜松蜆塚 浜松入野 磐田城山 浜松曳馬 湖西新居 浜松北星

伊藤亜香利  中3 山田　茅帆  中2 平松　沙菜  中2 伊藤　七海  中3 浅井　莉子  中2 増永　瑞希  中3 飯田帆乃香  中2 岡部　　侑  中2

松野　心咲  中1 秋山　紗希  中1 根岸　碧葉  中2 松村歩乃夏  中3 奥村　彩花  中2 村田亜以留  中2 宮津　優羽  中1 安達　留依  中2

飯田朱紗海  中1 吉野　遥陽  中3 大石　　京  中2 原田　真歩  中2 豊田　琉愛  中1 飯尾　唯花  中2 尾崎　日向  中2 一柳　里緒  中2

原　たいな  中2 鈴木　夕葵  中3 小杉日菜子  中3 細越　万梨  中2 熊谷　優生  中3 木宮　香乃  中2 鈴木　文菜  中3 星野　冴里  中3

4:12.15 4:12.20 4:18.08 4:19.96 4:24.97 4:25.28 4:25.39 4:28.70

湖西鷲津 浜松蜆塚 浜松入野 県立浜松西 湖西新居 磐田城山 浜松曳馬 浜松北星

伊藤亜香利  中3 平松　沙菜  中2 原　　明里  中1 林田　真奈  中1 宮津　優羽  中1 浅井　莉子  中2 飯尾　唯花  中2 岡部　　侑  中2

飯田朱紗海  中1 小杉日菜子  中3 伊藤　七海  中3 神谷　真生  中3 飯田帆乃香  中2 石原　　恵  中2 増永　瑞希  中3 一柳　里緒  中2

松野　心咲  中1 根岸　碧葉  中2 松村歩乃夏  中3 秋山　紗希  中1 義村さらら  中1 豊田　琉愛  中1 村田亜以留  中2 星野　冴里  中3

原　たいな  中2 大石　　京  中2 原田　真歩  中2 山田　茅帆  中2 鈴木　文菜  中3 奥村　彩花  中2 木宮　香乃  中2 久米　弥桜  中3

4:39.18 4:43.61 4:45.17 4:45.39 4:50.13 4:50.22 4:51.32 4:54.01

静岡県中学校総合体育大会 水泳競技の部 西部地区予選会

会場：浜松市総合水泳場

平成３０年７月７日（土）８日（日）
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