
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

袋井浅羽 磐田城山 袋井中 磐田竜洋 袋井周南 袋井南

山田侑希采　中3 須山栞鈴　中3 原田夏苗　中3 市川栞愛　中2 川﨑紗蘭　中3 永田莉央　中1

村松來夏　中3 田中南有　中3 水鳥日葵　中1 馬渕紗妃　中2 竹内莉乃　中2 川﨑虹空　中2

栗田埜暖　中3 小森香歩　中3 髙 芽生　中2 原田　桜　中3 田中希和　中3 永田紗也　中2

栗田絆有　中1 水上璃乃　中3 伊藤　愛　中2 太田唯華　中3 伏見奈美恵　中3 栗田なずな　中2

4：21.21 4：25.44 5：12.22 5：17.35 5：22.52 5：28.91

原田夏苗　中3 佐伯知央　中1 竹内莉乃　中2

袋井中 磐田神明 袋井周南

9：50.52 9：51.16 12：51.76

鈴木　杏　中2 中村眞綾　中3 栗田なずな　中2 井上日向　中3

磐田豊田 磐田城山 袋井南 磐田城山

5：11.70 5：46.77 6：00.40 6：08.04

磐周新

山田侑希采　中3 乗松咲矢香　中3 加藤結衣　中1 小森香歩　中3 永井浬乃　中1 太田唯華　中3 水島日葵　中1 酒井祐里佳　中2

袋井浅羽 袋井中 磐田南部 磐田城山 磐田神明 磐田竜洋 袋井中 袋井周南

2：25.92 2：28.01 2：31.70 2：34.27 2：39.81 3：17.28 3：18.16 3：20.53

水上璃乃　中3 栗田絆有　中1 須山かのん　中1 村松杏夏　中1 栗田埜暖　中3 髙畠聡希　中1 市川栞愛　中2 石田絢愛　中2

磐田城山 袋井浅羽 磐田城山 袋井浅羽 袋井浅羽 森旭が丘 磐田竜洋 磐田竜洋

2：13.85 2：16.19 2：24.17 2：26.01 2：28.41 2：46.10 2：47.31 3：02.20

村松來夏　中3 田中南有　中3 須山栞鈴　中3 板倉萌々香　中3 長谷川愛來　中2 大杉優空　中1 伏見奈美恵　中3 田中希和　中3

袋井浅羽 磐田城山 磐田城山 磐田城山 磐田東 磐田豊田 袋井周南 袋井周南

30.09 30.47 30.67 31.25 31.57 32.76 34.24 34.28

大田有美　中2 青島叶夏　中3

磐田城山 磐田城山

2：43.86 2：59.03

嶋田こころ　中1 古川千夏　中1 髙尾采音　中1 伊藤　愛　中2 山下真由　中1 石田琥珀　中1 夏目怜奈　中2 村松優早　中3

磐田城山 磐田南部 磐田神明 袋井中 磐田城山 袋井南 袋井浅羽 袋井周南

2：49.56 3：00.06 3：06.80 3：07.92 3：15.38 3：23.94 3：32.69 3：37.99

鈴木　杏　中2 古川千夏　中1 中村眞綾　中3 須山かのん　中1 永田莉央　中1 井上日向　中3 市川栞愛　中2 影山真優　中1

磐田豊田 磐田南部 磐田城山 磐田城山 袋井南 磐田城山 磐田竜洋 磐田竜洋

2：28.95 2：39.68 2：42.36 2：42.87 2：55.48 2：55.99 3：16.08 3：27.30

磐周新

山田侑希采　中3 乗松咲矢香　中3 加藤結衣　中1 小森香歩　中3 永井浬乃　中1 鈴木桃子　中3 太田唯華　中3 笠原菜緒　中1

袋井浅羽 袋井中 磐田南部 磐田城山 磐田神明 磐田東 磐田竜洋 磐田城山

1：08.22 1：10.38 1：10.65 1：11.27 1：16.16 1：26.68 1：31.76 1：32.31

磐周新

佐伯知央　中1 原田夏苗　中3 栗田埜暖　中3 栗田なずな　中2 竹内莉乃 石田絢愛　中2 藤田つばき　中1

磐田神明 袋井中 袋井浅羽 袋井南 袋井周南 磐田竜洋 磐田城山　

4：47.38 4：47.38 5：10.42 5：16.78 6：09.40 6：32.68 6：55.10

栗田絆有　中1 須山栞鈴　中3 村松杏夏　中1 村松來夏　中3 板倉萌々香　中3 大杉優空　中1 髙畠聡希　中1 原田　桜　中3

袋井浅羽 磐田城山 袋井浅羽 袋井浅羽 磐田城山 磐田豊田 森旭が丘 磐田竜洋

1：03.46 1：05.33 1：06.69 1：08.16 1：09.61 1：14.01 1：17.29 1：17.43

水上璃乃　中3 太田有美　中2 青島叶夏　中3 永田莉央　中1 伏見奈美恵　中3

磐田城山 磐田城山 磐田城山 袋井南 袋井周南

1：10.45 1：13.27 1：16.67 1：23.29 1：33.33

嶋田こころ　中1 伊藤　愛　中2 田中南有　中3 髙尾采音　中1 石田琥珀　中1 山下真由　中1 夏目怜奈　中2 池田美月　中3

磐田城山 袋井中 磐田城山 磐田神明 袋井南 磐田城山 袋井浅羽 袋井周南

1：20.22 1：26.60 1：26.61 1：26.90 1：33.17 1：35.34 1：36.00 1：41.23

磐田城山 袋井浅羽 袋井中 磐田竜洋 袋井南 袋井周南

小森香歩　中3 山田侑希采　中3 乗松咲矢香　中3 太田唯華　中3 栗田なずな　中2 森下叶望　中3

嶋田こころ　中1 栗田埜暖　中3 伊藤　愛　中2 馬渕紗妃　中2 川﨑虹空　中2 池田美月　中3

水上璃乃　中3 村松來夏　中3 水鳥日葵　中1 市川栞愛　中2 永田莉央　中1 伏見奈美恵　中3

須山栞鈴　中3 栗田絆有　中1 原田夏苗　中3 原田　桜　中3 永田紗也　中2 田中希和　中3

4：46.92 4：56.98 5：17.79 6：10.05 6：10.53 6：11.93

磐周新

平泳ぎ
100ｍ

メドレーリレー
 400m

令和４年６月１８日（土）　　　　　　　　　会場：周南中学校

リレー
 400m

自由形
 800m

自由形
 100m

バタフライ
100ｍ

バタフライ
 200m

平泳ぎ
 200m

個人メドレー
 200m

背泳ぎ
 100m

自由形
 400m

個人メドレー
 400m

背泳ぎ
 200m

自由形
200m

自由形
 50m

 【女子】

令和４年度磐周中学校総合体育大会 水泳競技の部



令和４年６月１８日（土）　　　　　　　　　会場：周南中学校

令和４年度磐周中学校総合体育大会 水泳競技の部

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

磐田第一 袋井周南 袋井中 袋井浅羽 磐田城山 袋井南 磐田竜洋

寺田光我　中2 鈴木　旭　中2 鈴木煌人　中3 神谷周平　中3 太田千晴　中3 米山昊希　中3 森下巧貴　中2

村松奏汰　中1 鈴木翔慧空　中3 玉井遥也　中3 岩下尚生　中2 金原柾護　中3 山本　蒼　中3 影山直哉　中3

松島未樹　中2 鈴木理貴　中2 村松幸拓　中3 金原周平　中3 寺田絢星　中3 下田健人　中2 デメロヒデキ　中3

大橋成良　中2 藪辻悠希　中3 大野貴毅　中3 滝井怜於　中3 山田涼佑　中3 森田恭麻　中3 寺田慧斗　中2

4：14.24 4：16.88 4：21.81 4：23.20 4：27.82 4：43.70 4：52.68

大野貴毅　中3 井上智貴　中3 小林英治　中3 井口瑛翔　中2

袋井中 磐田城山 磐田城山 袋井周南

19：08.81 22：22.89 22：27.58 23：10.17

松村奏汰　中1 大橋成良　中2 山田涼佑　中3 村上勇誠　中2

磐田第一 磐田第一 磐田城山 磐田城山

5：12.82 5：49.37 6：20.60 6：48.16

鈴木理貴　中2 青山　玄　中3 太田燎志　中1 玉井遥也　中3 森下巧貴　中2

袋井周南 磐田豊田 豊田南 袋井中 磐田竜洋

2：22.74 2：28.18 2：40.90 3：01.99 3：25.13

米山昊希　中3 村松幸拓　中3 太田千晴　中3 鈴木　旭　中2 井田遼介　中3 森田恭麻　中3 金原周平　中3 デメロヒデキ　中3

袋井南 袋井中 磐田城山 袋井周南 袋井中 袋井南 袋井浅羽 磐田竜洋

2：11.40 2：19.67 2：21.42 2：30.29 2：35.64 2：48.07 2：49.77 2：55.02

二川目蓮　中3 寺田光我　中2 鈴木煌人　中3 寺田慧斗　中2 松島未樹　中2 後藤悠良　中3 影山直哉　中3 金原柾護　中3

磐田福田 磐田第一 袋井中 磐田竜洋 磐田第一 磐田城山 磐田竜洋 磐田城山

27.42 27.52 27.60 27.96 29.62 29.78 29.80 29.94

神谷周平　中3 一松莉央　中1 岩下尚生　中2 鈴木翔慧空　中3 辻　心路　中2 松尾空樹　中2 逢坂瑠衣　中3

袋井浅羽 磐田神明 袋井浅羽 袋井周南 磐田城山 磐田城山 磐田城山　

2：33.76 2：36.24 2：41.16 2：55.86 3：28.91 3：29.10 3：49.57

藪辻悠希　中3 宮澤朝光 伊藤愛翔　中3 坂井惇人　中3 神谷悠輔　中3 鈴木聖哉　中3 松田悠汰　中2 鈴木柊哉　中3

袋井周南 磐田城山 磐田城山 磐田城山 袋井浅羽 袋井周南 袋井南 袋井浅羽

2：31.17 2：58.84 3：07.82 3：14.86 3：28.30 3：29.38 3：35.46 3：35.87

磐周新

松村奏汰　中1 大橋成良　中2 滝井怜於　中3 山田涼佑　中3 成松大地　中2 野村祐介　中1 後藤悠良　中3 辻　心路　中2

磐田第一 磐田第一 袋井浅羽 磐田城山 袋井中 磐田豊田 磐田城山　 磐田城山

2：27.86 2：41.37 2：42.49 2：53.66 2：56.35 2：58.05 3：00.37 3：26.94

鈴木理貴　中2 青山　玄　中3 一松莉央　中1 岩下尚生　中2 太田燎志　中1 佐野光来　中2 玉井遥也　中3 金原周平　中3

袋井周南 磐田豊田 磐田神明 袋井浅羽 豊田南 磐田南部 袋井中 袋井浅羽

1：06.41 1：07.28 1：10.03 1：10.24 1：14.90 1：21.70 1：24.85 1：27.50

米山昊希　中3 大野貴毅　中3 村松幸拓　中3 鈴木　旭　中2 井上智貴　中3 小林英治　中3 井口瑛翔　中2 森田恭麻　中3

袋井南 袋井中 袋井中 袋井周南 磐田城山 磐田城山 袋井周南 袋井南

4：36.15 4：54.88 5：02.21 5：17.43 5：38.15 5：38.79 5：55.07 6：07.30

寺田光我　中2 鈴木煌人　中3 太田千晴　中3 滝井怜於　中3 松島未樹　中2 芳村堆希　中3 寺田絢星　中3 成松大地

磐田第一 袋井中 磐田城山 袋井浅羽 磐田第一 袋井中 磐田城山　 袋井中

59.88 1：00.54 1：04.21 1：04.67 1：05.03 1：09.12 1：09.13 1：09.17

神谷周平　中3 金原柾護　中3 鈴木翔慧空　中3 影山直哉　中3 松尾空樹　中2 逢坂瑠衣　中3

袋井浅羽 磐田城山 袋井周南 磐田竜洋 磐田城山 磐田城山

1：08.67 1：12.11 1：14.96 1：17.75 1：32.63 1：35.39

藪辻悠希　中3 二川目蓮　中3 寺田慧斗　中2 宮澤朝光　中2 伊藤愛翔　中3 坂井惇人 神谷悠輔　中3 金原優真　中3

袋井周南 磐田福田 磐田竜洋 磐田城山 磐田城山 磐田城山 袋井浅羽 袋井中

1：10.13 1：12.81 1：16.00 1：20.34 1：29.12 1：31.58 1：33.49 1：33.93

袋井周南 磐田第一 袋井中 袋井浅羽 磐田城山 磐田竜洋 袋井南

鈴木理貴　中2 松村奏汰　中1 玉井遥也　中3 岩下尚生　中2 山田涼佑　中3 森下巧貴　中2 山本　蒼　中3

藪辻悠希　中3 大橋成良　中2 大野貴毅　中3 神谷悠輔　中3 宮澤朝光　中2 寺田慧斗　中2 金原悠斗　中3

鈴木翔慧空　中3 寺田光我　中2 村松幸拓　中3 神谷周平　中3 金原柾護　中3 影山直哉　中3 米山昊希　中3

鈴木　旭　中2 松島未樹　中2 鈴木煌人　中3 滝井怜於　中3 太田千晴　中3 デメロヒデキ　中3 下田健人　中2

4：42.06 4：47.20 4：55.69 4：57.07 4：58.39 5：29.42 5：34.67
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 【男子】


