
第４５回セントラルスポーツ　クラブ対抗水泳競技大会

種目別結果

競技No:2 男子　個人メドレー　 200m
【タイム決勝　　10歳以下】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 新田　悠介 清瀬 小5  2:35.18 
2 北川　凜生 浦安 小4  2:35.74 
3 中村　　直 流山 小4  2:45.87 
4 今井　悠人 研究所 小5  2:46.81 
5 平田　凌汰 ときわ台 小4  2:48.57 
6 石井　翔大 曽谷 小4  2:49.44 
7 山口　遼大 目黒 小3  2:54.15 
8 鈴木　祥椰 横浜 小4  2:54.79 
9 竜野　　凌 横浜 小3  2:56.01 

10 佐野　康生 目黒 小3  2:56.75 
11 佐藤　洋輔 目黒 小3  2:56.95 
12 堅田　泰生 成瀬 小4  2:59.08 
13 宮本華夢音 川越 小4  3:01.09 
14 鈴木　明太 鐘ヶ淵 小3  3:01.14 
15 依田　知也 目黒 小4  3:01.52 
16 小林　嵩峰 本郷台 小4  3:02.28 
17 相澤　慶登 宇都宮 小4  3:02.43 
18 荒井　優吾 横浜 小4  3:03.91 
19 大和田　岳 岩槻 小3  3:05.11 
20 上林　　意 本郷台 小3  3:06.83 
21 大谷　雄陽 成城 小3  3:09.35 
22 谷津田義悠 ときわ台 小4  3:09.94 
23 平本　一輝 曽谷 小4  3:10.70 
24 新井　蓮音 宇都宮 小2  3:14.16 

競技No:4 男子　個人メドレー　 200m
【タイム決勝　　11-12歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 山口　愛斗 目黒 小6  2:21.27 
2 高梨　陽太 研究所 中1  2:24.45 
3 中野　巧夢 府中 中1  2:26.12 
4 八田　勝優 西東京 小6  2:29.22 
5 大倉　綾太 浦安 小6  2:30.82 
6 高久　麻希 ときわ台 小6  2:31.61 
7 青柳　未来 福生 小6  2:32.20 
8 馬場　祐太 西東京 中1  2:32.84 
9 服部甲太郎 ときわ台 小6  2:33.16 

10 内海　翔陽 浦安 小6  2:33.76 
11 十文字拓海 Ｓ千葉 中1  2:34.56 
12 寺川　真生 横浜 中1  2:34.82 
13 山崎　寛史 西東京 小5  2:34.88 
14 佐藤　大翔 流山 小6  2:35.97 
15 中林　雄大 成瀬 小5  2:36.68 
16 大沢　　崚 宇都宮 中1  2:38.00 
17 篠田　徹也 西東京 小6  2:40.22 
18 小林丈一郎 浦安 小6  2:40.32 
19 洞毛　悠作 流山 小5  2:40.70 
20 田中　稜大 東戸塚 中1  2:41.41 
21 原田　恵輔 流山 小6  2:41.86 
22 加藤　　侑 研究所 小6  2:42.04 
23 髙橋　佑太 谷津 小5  2:42.19 
24 渡辺　理史 宇都宮 小6  2:42.83 
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25 肥田　圭太 目黒 小5  2:43.17 
26 畑中　駿汰 川越 小6  2:44.04 
27 尾崎　大哉 流山 小6  2:45.33 
28 ニーバー空黎 府中 中1  2:48.17 
29 山下　力龍 成瀬 中1  2:48.19 
30 深澤　光希 越谷 小5  2:48.36 
31 相原　健吾 戸塚 小6  2:48.52 
32 岸　　郁弥 本郷台 小5  2:48.58 
33 依田　直也 目黒 小5  2:49.46 

競技No:6 男子　個人メドレー　 200m
【タイム決勝　　13-14歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 小林　和矢 成城 中3  2:13.40 
2 森本　理矩 浦安 中1  2:16.04 
3 陸田　立起 岩槻 中2  2:18.28 
4 加藤　隆真 浦安 中2  2:18.39 
5 遠藤　海登 流山 中2  2:18.94 
6 友田　　輝 研究所 中2  2:19.14 
7 横浜　海斗 本郷台 中2  2:19.19 
8 青山　ウィリアム 成城 中1  2:20.68 
9 出口　敦也 館山 中2  2:21.58 

10 吉田　一翔 Ｓ千葉 中1  2:23.28 
11 青木　陽輝 西東京 中2  2:25.32 
12 舛行　　岳 横浜 中2  2:26.63 
13 伊賀　悠洋 多摩 中1  2:27.58 
14 畑中　勇輝 川越 中2  2:27.59 
15 松本　寛大 Ｓ千葉 中2  2:28.55 
16 石川　隼人 本郷台 中1  2:31.15 
17 藤木　圭介 多摩 中1  2:31.47 
18 細田　誠斗 鐘ヶ淵 中1  2:35.49 
19 佐藤　遼磨 本郷台 中1  2:36.40 
20 龍輪　周采 府中 中1  2:36.69 

競技No:8 男子　個人メドレー　 200m
【タイム決勝　　13-14歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 谷川　　凌 浦安 高2  2:11.30 
2 大谷　　走 流山 高2  2:11.47 
3 内田　　航 上池袋 高2  2:12.46 
4 落合　孝充 Ｓ千葉 高2  2:12.77 
5 平田　晃大 東戸塚 中3  2:13.65 
6 平井　献士 岩槻 高2  2:13.95 
7 石橋　　翔 浦安 高3  2:15.95 
8 山口　　駿 津田沼 高3  2:16.20 
9 溝上　壽人 上池袋 高1  2:16.29 

10 足助　澪弥 研究所 中3  2:17.06 
11 三田　廉人 研究所 中3  2:17.51 
12 市川　直人 本郷台 高1  2:17.61 
13 三平　浩輔 館山 高3  2:17.68 
14 沢藤　正喜 Ｓ千葉 高1  2:19.84 
15 澤村　裕人 宇都宮 中3  2:21.80 
16 荒井　宏太 横浜 中3  2:23.57 
17 中野　大夢 府中 高1  2:24.05 
18 深井　陸史 谷津 高1  2:24.48 
19 松田　　潤 多摩 高1  2:25.65 
20 矢野　　匠 曽谷 高1  2:30.07 


