
第５９回富山県中学校総合選手権大会（水泳競技）　　於：富山県総合体育センター
《競泳男子》 上段：氏名　　　中段：所属　　　下段：記録

◎：全中標準記録突破　　　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 魚津東部 早月 吉江 魚津西部 志貴野 石動 芳野 山室
50m 舘　賜樹 膳亀　旺雅 吉田　有慧 吉村　清人 稲垣　雄大 柴田　健心 杉野　凱士 木村　天音

26.14 26.74 26.75 27.08 27.23 27.55 27.65 27.66

自由形 福光 魚津東部 魚津西部 吉江 山室 志貴野 富山東部 清明
100m 松居　颯真 舘　賜樹 吉村　清人 吉田　有慧 山本　新汰 稲垣　雄大 剱田　鈴音 能島　久凱

◎大52.87 57.74 58.34 58.64 59.27 1:00.02 1:00.65 1:00.70
予選記録 ◎大53.32

自由形 福光 早月 富山東部 志貴野 富山東部 津沢 庄西 志貴野
200m 松居　颯真 膳亀　旺雅 剱田　鈴音 山田　倫暉 竹田　倖陽 大島　拓実 瀬尾　光志 磯野　友吾

 ◎大1:55.68 2:06.42 2:09.44 2:10.78 2:13.96 2:15.62 2:17.48 2:22.68
予選記録 ◎大1:57.31

自由形 氷見南部 奥田 庄西 南星 志貴野 速星 南星
400m 森　蒼真 森田　隼 瀬尾　光志 大野　奏斗 磯野　友吾 本郷　煌弦 西部　凌空

◎大4:08.28 4:25.69 4:44.28 4:47.97 4:54.44 4:55.53 5:09.91

自由形 氷見南部 奥田
1500m 森　蒼真 森田　隼

◎16:40.03 16:46.44

背泳ぎ 富山北部 高岡西部 高岡西部 八尾 五位 速星 庄西 堀川
100m 江野本瑞貴 尾崎　葵生 松井羚央那 宮田　颯土 宮崎哉真斗 藤井　勇介 前田　啓太 森元　陸

1:02.45 1:04.34 1:04.50 1:09.20 1:10.39 1:12.24 1:14.75 1:15.76

背泳ぎ 富山北部 高岡西部 八尾 五位 藤ノ木 庄西 片山学園 南星
200m 江野本瑞貴 尾崎　葵生 宮田　颯土 宮崎哉真斗 池田　侑斗 前田　啓太 岸　遼真 西部　泰虎

2:15.22 2:19.23 2:29.27 2:32.66 2:38.00 2:41.65 2:44.53 2:44.71

平泳ぎ 南星 堀川 高岡西部 南星 南星 堀川 速星 芳野
100m 鎌田望琥人 赤田　誉 佐々井亮太朗 湯浅　友尋 伊藤　友祐 梶田　尚暉 杉浦　雅人 塚越　陽登

◎大1:03.92 1:06.84 1:12.55 1:13.39 1:15.55 1:16.07 1:16.09 1:16.43
予選記録 ◎大1:04.69

平泳ぎ 南星 南星 高岡西部 速星 芳野 出町 雄山 山室
200m 鎌田望琥人 湯浅　友尋 佐々井亮太朗 濱井　楓真 中野　冴珀 天羽　隼人 小野　恭兒 竹川　光紀

◎2:21.00 2:38.18 2:41.18 2:46.99 2:49.49 2:50.17 2:53.91 2:59.68
予選記録 ◎2:22.51

バタフライ 志貴野 芝園 雄山 新湊 速星 速星 福岡 福野
100m 森　祐太 髙田　潤也 佐々木力丸 今泉　匠 杉浦　雅人 斉藤　旺佑 石王　遼 泉谷　駿輔

大58.56 59.32 1:02.94 1:04.42 1:05.02 1:05.09 1:05.16 1:07.85

バタフライ 志貴野 雄山 南星 吉江 福野 庄西
200m 森　祐太 佐々木力丸 定塚　銀河 二川　遥真 泉谷　駿輔 山森　槇一

2:09.99 2:27.01 2:30.74 2:31.24 2:31.33 2:43.25

個人メドレー 堀川 高岡西部 山室 津沢 戸出 大沢野 高陵 南星
200m 赤田　誉 松井羚央那 山本　新汰 大島　拓実 水野　理人 西田　奏音 二上　尚葵 伊藤　友祐

2:16.29 2:19.42 2:20.40 2:24.18 2:26.48 2:28.61 2:29.13 2:33.53

個人メドレー 大沢野 志貴野 戸出 高陵 吉江 庄西
400m 西田　奏音 山田　倫暉 水野　理人 二上　尚葵 二川　遥真 山森　槇一

5:09.50 5:10.44 5:11.96 5:14.77 5:26.71 5:33.80

リレー 志貴野 吉江 南星 速星 庄西 芳野 清明
400m        ① 稲垣　雄大 天野　世那 伊藤　友祐 濱井　楓真 山森　槇一 中野　冴珀 能島　久凱

② 北世　光 吉田　有慧 西部　凌空 藤井　勇介 棚田舜太郎 尾山　光 川畑　亮
③ 森　祐太 二川　遥真 鎌田望琥人 中村　碩斗 瀬尾　光志 森田　琥珀 谷嶋　清太
④ 山田　倫暉 溝口　善太 湯浅　友尋 永森　航太 齊藤　友祐 水上　煌聖 渡邊　健志

4:02.33 4:06.71 4:07.24 4:09.93 4:11.81 4:45.28 5:02.74

メドレーリレー 南星 志貴野 速星 庄西 吉江
400m        ① 西部　泰虎 稲垣　雄大 杉浦　勇人 前田　啓太 竹田　航輝

② 湯浅　友尋 北世　光 本郷　煌弦 山中　朝陽 二川　遥真
③ 鎌田望琥人 森　祐太 杉浦　雅人 山森　槇一 吉田　有慧
④ 伊藤　友祐 山田　倫暉 斉藤　旺佑 瀬尾　光志 溝口　善太

4:30.83 4:36.55 4:38.84 4:43.66 4:52.56

男子総合 南星 志貴野 速星 吉江 高岡西部 庄西 堀川 富山北部・氷見南部・福光

得点 75 70 42 42 39 37 19 16
※速星、吉江は点数は同じだが、入賞者数の多い速星が３位


