
第４５回セントラルスポーツ　クラブ対抗水泳競技大会

競技No:43   男子　50m　平泳ぎ
【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 落合　兼優 Ｓ千葉 小5    36.60
2 土田充千穂 藤沢 小4    37.99
3 石井　翔大 曽谷 小4    39.65
4 国上　珠樹 越谷 小4    39.95
5 山本　悠平 Ｓ千葉 小4    40.28
6 栗塚　勇成 南千住 小5    40.32
7 井上進之介 福生 小4    40.80
8 中川　恵太 研究所 小4    41.19
9 水清田汰玖 流山 小4    41.34

10 嶋村　　航 川越 小4    42.07
11 平田　凌汰 ときわ台 小4    42.22
12 宇田川恭平 西新井 小4    42.27
13 冨澤　　蓮 Ｓ千葉 小4    42.32
14 岩本　　翔 曽谷 小4    42.43
15 大谷　雄陽 成城 小3    42.66
16 南　　祐翔 川越 小4    42.67
17 山崎　剛輝 西東京 小4    43.24
18 祭　　伊吹 目黒 小4    43.93
19 井坂　碧人 流山 小4    43.98
20 設楽　航希 流山 小4    44.06
21 今野　悠斗 ときわ台 小4    44.14
22 依田　知也 目黒 小4    44.54
23 中村　碧維 成城 小4    44.81
24 古永　　涼 横浜 小4    44.95
25 小倉　優輝 清瀬 小4    45.07
26 横田　陽気 鐘ヶ淵 小4    45.54
27 佐藤　　佳 流山 小4    45.61
27 中澤　颯太 鐘ヶ淵 小5    45.61
29 平本　一輝 曽谷 小4    45.84
30 平田　大知 西東京 小3    45.88
31 黒田　大介 成城 小2    46.34
32 張田　聖也 宇都宮 小3    46.83
33 滝澤　太智 成瀬 小3    47.35
34 藤井　大翔 川越 小4    48.29

競技No:45   男子　50m　平泳ぎ
【タイム決勝　　11-12歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 高梨　陽太 研究所 中1    32.35
2 大倉　綾太 浦安 小6    33.58
3 高久　麻希 ときわ台 小6    34.55
4 佐藤　大翔 流山 小6    34.56
5 森平　蕉伍 成城 小6    34.82
6 青柳　未来 福生 小6    35.27
7 十文字拓海 Ｓ千葉 中1    35.92
8 田中　稜大 東戸塚 中1    36.48
9 中尾　　祐 流山 小6    37.07

10 加藤　　侑 研究所 小6    37.42
11 磯　桜一朗 研究所 小6    37.46
12 中林　雄大 成瀬 小5    37.61
13 渡辺　理史 宇都宮 小6    38.31
14 尾崎　大哉 流山 小6    38.40
15 邨島　拓海 研究所 小6    38.58
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16 内田　　渉 上池袋 小6    38.71
17 神田　樹輝 西東京 小6    38.79
18 相原　健吾 戸塚 小6    39.20
19 山下　俊輔 西東京 小6    39.30
20 河津　陽大 目黒 小5    39.82
21 安田　　凜 Ｓ千葉 小5    39.90
22 石田　　宙 藤沢 小5    40.32
23 秦　　奎太 Ｓ千葉 小6    40.47
24 山下　力龍 成瀬 中1    40.76
25 志村　颯斗 西東京 小5    40.85
26 青山　マシュウ 成城 小6    41.13
27 野中　海貴 曽谷 小5    41.16
28 小堤　幹太 曽谷 小5    41.18
29 吉田　圭佑 大宮宮原 小5    41.27
30 正治　真弥 東戸塚 小5    41.30
31 牧島　陸斗 宇都宮 小6    41.49
32 増田　　健 多摩 小5    42.00
33 染川　千空 東戸塚 小5    42.08
34 和田　康佑 研究所 小5    42.40
35 嘉本　梨玖 Ｓ千葉 小6    42.41
36 山本　頼希 津田沼 中1    42.46

競技No:47 男子　 100m　平泳ぎ
【タイム決勝　　13-14歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 吉田　一翔 Ｓ千葉 中1  1:09.45
2 八木澤颯汰 東戸塚 中3  1:10.87
3 山下　純生 成城 中2  1:11.00
4 千葉　啓太 藤沢 中1  1:11.71
5 出口　敦也 館山 中2  1:11.81
6 遠藤　海登 流山 中2  1:11.88
7 舛行　　岳 横浜 中2  1:12.71
8 伊賀　悠洋 多摩 中1  1:13.39
9 青山　峻太 研究所 中2  1:13.76

10 篠田　拓矢 西東京 中2  1:14.36
11 松本　寛大 Ｓ千葉 中2  1:14.58
12 山本　　碧 浦安 中2  1:15.52
13 神田　幸輝 西東京 中2  1:15.81
14 内田　一輝 川越 中2  1:16.10
15 石川　隼人 本郷台 中1  1:16.13
16 藤木　圭介 多摩 中1  1:17.22
17 箕輪　大輝 曽谷 中1  1:19.84
18 宮本　航育 流山 中1  1:21.23

競技No:49 女子　 100m　平泳ぎ
【タイム決勝　　15-18歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 大谷　　走 流山 高2  1:05.05
2 三平　浩輔 館山 高3  1:06.77
3 石田　圭一 研究所 高2  1:08.09
4 三田　廉人 研究所 中3  1:08.42
5 松本　祥輝 東戸塚 中3  1:08.78
6 長谷川太郎 上池袋 高1  1:09.10
7 中嶋　尚隆 Ｓ千葉 高1  1:09.22
8 江縫　祐吾 研究所 中3  1:09.83
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9 松田　　潤 多摩 高1  1:10.56
10 小橋　世快 福生 高1  1:10.66
11 大川　悠貴 流山 中3  1:11.05
12 平井　献士 岩槻 高2  1:11.59
13 正治　黎哉 東戸塚 高1  1:11.98
14 岸　　鉄人 南千住 高2  1:15.19
15 矢野　　匠 曽谷 高1  1:18.49


