
第42回富山県中学校選抜体育大会（水泳競技）　　於富山県総合体育センタープール （R02.11.07）
《競泳男子》 上段：氏名　　　中段：所属　　　下段：記録

県：県中学新記録　　　大：大会新記録

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
自由形 舘　賜樹 吉田　有慧 柴田　健心 今泉　匠 斉藤　旺佑 木村　天音 能島　久凱 竹内　綾佑
50m 魚津東部 吉江 石動 新湊 速星 山室 清明 小杉

26.87 27.82 28.19 28.64 29.03 29.05 29.16 29.20

自由形 舘　賜樹 松井羚央那 水野　理人 吉田　有慧 剱田　鈴音 木村　天音 山田　倫暉 蓙谷　陸月
100m 魚津東部 高岡西部 戸出 吉江 富山東部 山室 志貴野 明峰

58.98 59.50 1:02.92 1:04.02 1:04.19 1:04.88

自由形 高田　潤也 膳亀　旺雅 剱田　鈴音 山本　新汰 瀬尾　光志 二川　遥真 北世　光
200m 芝園 早月 富山東部 山室 庄西 吉江 志貴野

2:07.79 2:07.91 2:13.91 2:15.32 2:24.63 2:27.16 2:38.35

自由形 松居　颯真 森　蒼真 森田　隼 竹内　綾佑
400m 福光 氷見南部 奥田 小杉

大'4:13.56 4:20.55 4:28.21 5:16.95

自由形 森　蒼真 森田　隼
1500m 氷見南部 奥田

大'17:09.16 大'17:19.89

背泳ぎ 江野本瑞貴 森　祐太 松井羚央那 尾崎　葵生 斉藤　旺佑 宮崎哉真斗 前田　啓太 野嶋　巧汰
100m 富山北部 志貴野 高岡西部 高岡西部 速星 五位 庄西 福光

1:04.91 1:07.49 1:09.52 1:11.13 1:14.65 1:14.80 1:17.75 1:19.92

背泳ぎ 尾崎　葵生 宮崎哉真斗 前田　啓太 野嶋　巧汰 金山　怜生 西部　凌空 古江　駿
200m 高岡西部 五位 庄西 福光 月岡 南星 芳野

2:29.20 2:34.56 2:47.43 2:49.87 2:50.98 2:57.37 4:48.82

平泳ぎ 鎌田望琥人 赤田　誉 湯浅　友尋 佐々井亮太朗 本郷　煌弦 小野　恭兒 石王　遼 柴田　健心
100m 南星 堀川 南星 高岡西部 速星 雄山 福岡 石動

大'1:06.56 1:11.44 1:14.86 1:16.77 1:18.63 1:18.65 1:19.78 1:21.01

平泳ぎ 鎌田望琥人 赤田　誉 湯浅　友尋 佐々井亮太朗 小野　恭兒 竹川　光紀 永森　航太 浅野　栄汰
200m 南星 堀川 南星 高岡西部 雄山 山室 速星 城端

2:27.21 2:40.24 2:43.28 2:47.55 2:56.30 3:01.77 3:08.47 3:10.89

バタフライ 高田　潤也 佐々木力丸 石王　遼 泉谷　駿輔 今泉　匠 定塚　銀河 松長　歩夢 江尻　亮成
100m 芝園 雄山 福岡 福野 新湊 南星 井波 富山東部

1:01.20 1:05.59 1:08.20 1:08.85 1:09.97 1:17.90 1:24.35 2:23.77

バタフライ 泉谷　駿輔 山森　槇一
200m 福野 庄西

2:40.52 2:55.65

個人メドレー 森　祐太 江野本瑞貴 膳亀　旺雅 水野　理人 山本　新汰 竹田　倖陽 二上　尚葵 天羽　隼人
200m 志貴野 富山北部 早月 戸出 山室 富山東部 高陵 出町

2:20.69 2:21.13 2:25.49 2:27.30 2:29:64 2:30.09 2:34.95 2:40.72

個人メドレー 松居　颯真 佐々木力丸 山田　倫暉
400m 福光 雄山 志貴野

4:45.07 5:16.93 5:25.99

リレー 吉江 速星 庄西 芳野 芝園
400m   　   ①吉田　有慧 斉藤　旺佑 山森　槇一 高木　嘉也 高田　潤也

② 溝口　善太 中村　碩斗 棚田舜太郎 森田　琥珀 山下　晄青
③ 竹田　航輝 永森　航太 齊藤　友祐 尾山　光 竹本　悠真
④ 二川　遥真 本郷　煌弦 瀬尾　光志 水上　煌聖 毛利　泰雅

4:19.43 4:20.72 4:28.60 5:05.71 5:13.34

メドレーリレー 吉江 庄西 速星 芳野
400m        ① 竹田　航輝 前田　啓太 島田　竜誠 松崎　大河

② 吉田　有慧 山中　朝陽 本郷　煌弦 中野　冴珀
③ 二川　遥真 瀬尾　光志 斉藤　旺佑 高木　嘉也
④ 溝口　善太 山森　槇一 永森　航太 森田　琥珀

4:59.90 5:06.32 5:07.03 5:50.14

男子総合 吉江 庄西 速星 高岡西部 南星 志貴野 芝園 芳野
得点 48 45 40 36 34 25 24 22

同タイムで３位
1:01.60

※２２点が２校あるが、リレーによる得点が多いため、芳野が８位となる。


