
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:31   男子　50m　背泳ぎ
【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 山口将太郎 浦安 小4    34.22
2 落合　兼優 Ｓ千葉 小5    34.97
3 中嶌　理貴 鐘ヶ淵 小3    36.92
4 小林　嵩峰 本郷台 小4    37.31
5 設楽　航希 流山 小4    37.43
6 山下　翔生 成瀬 小5    37.80
7 今井　悠人 研究所 小5    37.90
8 佐野　康生 目黒 小3    38.23
9 鈴木　明太 鐘ヶ淵 小3    38.83

10 小倉　優輝 清瀬 小4    39.61
11 百瀬　羽流 成瀬 小5    39.62
12 大和田　岳 岩槻 小3    39.68
13 鈴木　康太 成瀬 小3    40.05
14 今野　悠斗 ときわ台 小4    40.19
15 古永　　涼 横浜 小4    40.24
16 金澤　　碧 曽谷 小4    40.51
17 大島健太郎 目黒 小4    40.67
18 相澤　慶登 宇都宮 小4    41.20
19 向井　悠河 西東京 小3    41.31
20 小沼　優太 流山 小4    41.36
21 荒井　優吾 横浜 小4    41.52
22 近藤　　翼 戸塚 小4    41.56
23 冨澤　大成 成城 小3    41.84
24 南　　祐翔 川越 小4    42.02
25 小山　廣翼 岩槻 小3    42.73
26 平川　雄己 Ｓ千葉 小4    43.09
27 佐原　宏太 成瀬 小4    43.14
28 根本　琳世 湘南台 小3    43.51

稲田　雄哉 研究所 小4

競技No:33   男子　50m　背泳ぎ
【タイム決勝　　11-12歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 山口　愛斗 目黒 小6    31.11
2 中野　巧夢 府中 中1    32.10
3 小西　廣也 ときわ台 小6    32.41
4 八田　勝優 西東京 小6    32.44
5 藤代　航大 研究所 小6    33.63
6 洞毛　悠作 流山 小5    34.25
7 片山　　慧 曽谷 小5    34.84
8 内藤　雄也 大宮宮原 小6    35.04
9 内海　翔陽 浦安 小6    35.46

10 大沢　　崚 宇都宮 中1    35.63
11 伊藤　　心 谷津 小5    35.72
12 須貝　友彦 川越 小6    35.78
13 船戸　壮太 成城 小5    35.84
14 小林丈一郎 浦安 小6    35.87
15 野中　海貴 曽谷 小5    36.06
16 畑　　湧大 横浜 小6    36.14
17 田中比加瑠 目黒 小5    36.26
18 ゼムノビッチ・ゲ 曽谷 中1    36.88

上野　　将 横浜 小5



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:35  男子　100m　背泳ぎ
【タイム決勝　　13-14歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 伊藤　瑠希 流山 中1  1:02.60
2 横浜　海斗 本郷台 中2  1:02.79
3 深石　雄飛 浦安 中2  1:05.87
4 青山　峻太 研究所 中2  1:06.00
5 熱田航志朗 ときわ台 中2  1:06.02
6 三浦　拓馬 目黒 中2  1:06.25
7 森川　大輝 浦安 中2  1:06.86
8 陸田　立起 岩槻 中2  1:07.25
9 出口　卓登 藤沢 中2  1:08.25

10 塩塚　航太 研究所 中1  1:09.94
11 岡部　一楽 成瀬 中1  1:11.14
12 淺井　壱成 宇都宮 中2  1:11.36
13 杉山　　怜 越谷 中1  1:11.71
14 神作　元輔 館山 中1  1:11.76
15 内田　一輝 川越 中2  1:11.79
16 三瓶　啓吾 ときわ台 中2  1:12.02
17 入口　春来 南千住 中2  1:12.51
18 佐藤　友哉 福生 中1  1:13.13

上山　達也 鐘ヶ淵 中1

競技No:37  男子　100m　背泳ぎ
【タイム決勝　　15-18歳】

順位 氏名 所属名 学校 ゴールタイム
1 鈴木孝一郎 東戸塚 高2    58.98
2 小鶴　陸人 目黒 高3  1:00.45
3 谷川　　凌 浦安 高2  1:00.99
4 足助　澪弥 研究所 中3  1:02.59
5 柴田　伍郎 Ｓ千葉 高3  1:02.83
6 沢藤　正喜 Ｓ千葉 高1  1:03.01
7 山口　　駿 津田沼 高3  1:03.25
8 溝上　壽人 上池袋 高1  1:04.64
9 正治　黎哉 東戸塚 高1  1:05.64

10 松山　悠真 府中 高1  1:09.48
11 舟久保　颯 上池袋 中3  1:09.75
12 中島　啓智 谷津 中3  1:10.13


