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競技No:51   男子　50m　自由形
【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 土田充千穂 藤沢 小4    31.12
2 中村　　直 流山 小4    31.68
3 山口　遼大 目黒 小3    31.73
4 鈴木　　亮 Ｓ千葉 小5    31.94
5 吉武勇太朗 藤沢 小4    32.19
6 山崎　剛輝 西東京 小4    32.34
7 赤羽奎一郎 湘南台 小4    32.58
8 国上　珠樹 越谷 小4    32.96
9 井坂　碧人 流山 小4    33.20

10 斎藤　晶太 上池袋 小4    33.21
11 栗塚　勇成 南千住 小5    33.41
12 大高　怜雅 越谷 小4    33.42
13 嶋村　　航 川越 小4    33.48
13 米田　亘希 Ｓ千葉 小4    33.48
15 臼井　太洋 上池袋 小4    33.65
15 斉藤　光汰 西東京 小4    33.65
17 井上進之介 福生 小4    33.79
18 三浦　翔希 流山 小4    33.80
19 田中　理敬 浦安 小4    33.94
20 水清田汰玖 流山 小4    33.95
21 鈴木　祥椰 横浜 小4    33.98
22 般若　輝和 湘南台 小5    34.10
23 小山　廣翼 岩槻 小3    34.19
24 宇田川恭平 西新井 小4    34.30
25 中川　恵太 研究所 小4    34.68
26 祭　　伊吹 目黒 小4    34.73
27 冨澤　　蓮 Ｓ千葉 小4    34.94
28 伊藤　　慧 谷津 小3    35.01
29 中澤　颯太 鐘ヶ淵 小5    35.72
30 川田　　隼 鐘ヶ淵 小4    35.80
31 堅田　泰生 成瀬 小4    35.97
32 張田　聖也 宇都宮 小3    37.44

稲田　雄哉 研究所 小4

競技No:53   男子　50m　自由形
【タイム決勝　　11-12歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 永池　祐人 鐘ヶ淵 小6
2 佐々木涼介 宇都宮 小6    28.38
3 森平　蕉伍 成城 小6    28.94 
4 中野翔太郎 浦安 小6    28.95
5 井上　　航 浦安 中1    29.26
6 藤代　航大 研究所 小6    29.39
7 相澤　翔駿 流山 小6    29.77 
7 畑中　駿汰 川越 小6    29.77 
9 馬場　祐太 西東京 中1    29.81

10 篠田　徹也 西東京 小6    29.93
11 佐藤　勇太 目黒 小6    29.98
12 服部　武生 越谷 小6    30.06 
13 内藤　雄也 大宮宮原 小6    30.14 
14 井上　　海 浦安 小5    30.20 
15 尾高　康太 リリオ 小5    30.21
16 西條　智也 Ｓ千葉 小5    30.38 
17 岩堀　　聡 東戸塚 小6    30.63
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18 加藤　遥翔 流山 小5    30.65
19 砂川　太壱 桶川北本 小6    30.67
20 髙橋　佑太 谷津 小5    30.86
21 伊達　慶治 ときわ台 小6    30.91
22 志賀　海征 藤沢 小5    30.94
23 五反田唯央 越谷 中1    30.95
24 ゼムノビッチ・ゲ 曽谷 中1    30.98
25 遠藤　宙登 流山 小5    31.10
25 平田　　諒 西東京 中1    31.10
27 下場　嵐斗 津田沼 小6    31.19
27 安田　　凜 Ｓ千葉 小5    31.19
29 荻原　悠杜 宇都宮 小6    31.29
30 中尾　　祐 流山 小6    31.53
31 堀川　尚寛 鐘ヶ淵 小6    31.62
32 田中比加瑠 目黒 小5    31.69
33 中西　洋人 岩槻 小6    31.83
34 山下　俊輔 西東京 小6    31.84
35 中村　優斗 津田沼 小5    32.04
36 牧島　陸斗 宇都宮 小6    32.16
37 増田　　健 多摩 小5    32.47
38 依田　直也 目黒 小5    33.21

競技No:55 男子　 100m　自由形
【タイム決勝　　13-14歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 森本　理矩 浦安 中1    56.58
2 菊池　　崚 ときわ台 中3    56.94
3 三浦　拓馬 目黒 中2    57.48
4 谷川　　凱 研究所 中1    57.99
5 巳上　泉大 西東京 中2    58.50
6 八木澤颯汰 東戸塚 中3    58.85
7 森川　大輝 浦安 中2    58.90
8 牧田　直也 上池袋 中2    58.91
9 川島　由伸 大宮宮原 中2    58.97

10 泉田　亮太 東戸塚 中2    59.17
11 青木　陽輝 西東京 中2    59.18
12 加納　聖士 谷津 中2    59.32
13 伊藤　達斗 成瀬 中2    59.34
14 上山　裕也 鐘ヶ淵 中1    59.91
15 伊藤　瑠希 流山 中1  1:00.01
16 神作　元輔 館山 中1  1:00.02
17 畑中　勇輝 川越 中2  1:00.09
18 室坂　拓真 藤沢 中2  1:00.56
19 青山　ウィリアム 成城 中1  1:00.73
20 益子　侑士 宇都宮 中2  1:00.87
21 山本　　碧 浦安 中2  1:01.05
22 甲斐　瑠夏 西東京 中2  1:01.12
23 田中　太郎 谷津 中1  1:01.30
24 岡部　一楽 成瀬 中1  1:01.36
25 山田　高志 横浜 中2  1:01.42
26 篠田　拓矢 西東京 中2  1:01.68
27 淺井　壱成 宇都宮 中2  1:02.04
28 畑中　優太 福生 中2  1:02.65
29 結城　大河 本郷台 中1  1:02.67
30 佐藤　遼磨 本郷台 中1  1:03.06
31 徳井　大生 研究所 中1  1:03.15
32 山下　純生 成城 中2  1:04.66
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競技No:57 男子　 100m　自由形
【タイム決勝　　15-18歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 鈴木孝一郎 東戸塚 高2    52.96
2 石橋　　翔 浦安 高3    53.31
3 落合　孝充 Ｓ千葉 高2    53.64
4 内田　　航 上池袋 高2    54.12
5 堀之内飛向 府中 高1    54.30
6 山内　健生 Ｓ千葉 中3    54.62
7 川原　春海 目黒 高1    55.04
8 末木　滉大 岩槻 高2    55.54
9 土橋　健也 上池袋 高2    55.75

10 小鶴　陸人 目黒 高3    55.80
11 市川　直人 本郷台 高1    55.91
12 平田　晃大 東戸塚 中3    56.02
13 高橋　天馬 上池袋 中3    56.14
14 市川　弦汰 福生 中3    56.51
15 渋谷　　曜 流山 高1    56.63
16 常盤　大地 成城 中3    56.84
17 横田　悠吾 流山 高1    57.03
18 澤村　裕人 宇都宮 中3    57.40
19 中島　啓智 谷津 中3    58.07
20 荒井　宏太 横浜 中3    58.13
21 長谷川太郎 上池袋 高1    58.60
22 明石　尚之 東戸塚 高1    58.84
23 松山　悠真 府中 高1    59.70
24 江縫　祐吾 研究所 中3  1:00.27


