
第３７回北信越総合競技大会（水泳競技）　　於：富山県高岡総合プール
《競泳男子》 上段：氏名　　　中段：所属　　　下段：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 松橋　一吹 鈴木　基心 石﨑　陽介 徳山　英真 藤田　聖矢 横山　泰良 小嵐　亮 古田　恵祐
50m 西川 直江津中等 新津第五 明道 大飯 墨坂 城端 富山東部

25.13 25.23 25.51 25.61 25.79 26.00 26.15 26.37

自由形 鈴木　基心 松橋　一吹 石﨑　陽介 田原　彪摩 伊藤　星斗 古田　恵祐 片桐　寛紀 酒井　優輔
100m 直江津中等 西川 新津第五 上田第一 長野東部 富山東部 根羽 上市

54.56 54.70 55.35 55.74 55.90 56.11 56.44 56.97

自由形 鈴　裕一郎 田原　彪摩 伊藤　星斗 寺井蓮太郎 酒井　優輔 中村　一暉 石坂　伊吹 櫻井　空
200m 根上 上田第一 長野東部 富山東部 上市 松陵 裾花 大和

1:58.48 2:00.40 2:01.16 2:01.24 2:02.50 2:04.37 2:04.38 2:04.45

自由形 鈴　裕一郎 松村　幸哉 西方路惇志 吉田　圭佑 寺井蓮太郎 中村　一暉 片山真之介 川上　優
400m 根上 布水 額 長岡西 富山東部 松陵 高岡高陵 三条第一

4:10.29 4:14.57 4:15.49 4:16.22 4:16.63 4:19.23 4:20.99 4:22.31

自由形 西方路惇志 松村　幸哉 舘中侑次郎 桃井　隼 渡辺　柊 湯本起一郎 渡辺　雅空 吉田　圭佑
1500m 額 布水 額 横越 三条第一 武生第一 社 長岡西

16:33.63 16:38.21 16:48.34 17:02.33 17:02.71 17:13.19 17:22.86 17:26.32

背泳ぎ 白崎柔星也 早坂　亮 木村佳寿帆 平野　洋康 田中　逸爽 中出　勇斗 櫻井　阿琉 中出　航希
100m 鯖江 小新 伊那 石動 富山東部 芳野 中込 芳野

1:00.49 1:01.15 1:01.39 1:01.55 1:02.86 1:03.52 1:06.04 1:06.13

背泳ぎ 白崎柔星也 早坂　亮 平野　洋康 田中　逸爽 中出　勇斗 木村佳寿帆 高橋　克弥 片桐　紫苑
200m 鯖江 小新 石動 富山東部 芳野 伊那 栖吉 長岡宮内

2:10.11 2:13.20 2:14.07 2:15.59 2:15.85 2:17.51 2:20.34 2:22.58

平泳ぎ 日比　俊吾 金山　功汰 金子　竜大 竹前　亘琉 皆川　隼人 中村　天優 石田　悠人 中川　雄平
100m 堀川 滑川 南宮 須坂東 小千谷 屋代高附属 雄山 中央

1:07.83 1:08.42 1:08.76 1:10.03 1:10.06 1:10.25 1:10.33 1:10.90

平泳ぎ 金山　功汰 日比　俊吾 金子　竜大 石田　悠人 皆川　隼人 遠藤　空 古谷　友哉 中出　悠太
200m 滑川 堀川 南宮 雄山 小千谷 白根第一 小浜第二 芳野

2:25.07 2:25.10 2:25.22 2:28.40 2:28.52 2:28.70 2:30.15 2:30.23

バタフライ 池田　裕 並河　知仁 峠　一輝 伊藤　拓真 樽谷　紘輝 林　志龍 稗田　真心 和多田佑喜
100m 光野 高志 六日町 鼎 国吉 伊那東部 信大松本 中央

58.99 1:00.69 1:00.75 1:00.81 1:01.27 1:01.55 1:01.60 1:01.88

バタフライ 樽谷　紘輝 藤原　拓矢 池田　裕 伊藤　拓真 松田　飛鳥 保坂　一輝 横山　優大 峠　一輝
200m 国吉 山代 光野 鼎 福野 新潟第一 屋代 六日町

2:11.54 2:12.10 2:13.13 2:14.54 2:15.58 2:15.67 2:16.60 2:17.43

個人メドレー 中田優一郎 飯田　湧太 下野　岳人 武居　隼大 川口　向毅 新出　起大 小林麟之介 井上　優良
200m 富山南部 直江津東 志貴野 櫻ケ岡 松岡 港 小川 南条

大2:06.76 2:13.16 2:16.23 2:16.79 2:18.97 2:19.30 2:19.92 2:20.09

個人メドレー 飯田　湧太 中田優一郎 中村　天優 下野　岳人 殿村慎之輔 川口　向毅 新出　起大 井上　優良
400m 直江津東 富山南部 屋代高附属 志貴野 南星 松岡 港 南条

4:39.26 4:42.50 4:47.46 4:49.42 4:53.55 4:53.70 4:57.00 4:58.40

リレー 富山東部 長岡宮内 新津第五 三条第一 北辰 富山南部 額 長野東部
400m  　　① 田中　逸爽 秋山　怜慈 星山　快 川上　優 小西　凌平 中田優一郎　小田原康祐 西島　瞬

② 山下　魁斗 丸山　銀士 岩野凜汰朗 韮澤　由吏 宮下　輝己 山田　大翔 舘中侑次郎 田中　視貴
③ 古田　恵祐 五井　智也 諸橋　悠 吉田　蒼波 古屋　賢人 太田　壮亮 市川　雅也 寺島　直哉
④ 寺井蓮太郎 片桐　紫苑 石﨑　陽介 赤塚　堅太 竹内　大貴 森川　隼弥 西方路惇志 伊藤　星斗

大3:46.29 3:52.93 3:54.20 3:54.45 3:55.02 3:57.32 3:58.83 4:00.23

メドレーリレー 富山東部 芳野 長岡東北 富山南部 直江津東 三条第一 長田 信大松本
400m  　  ① 田中　逸爽 中出　航希 平石　祥汰 太田　壮亮 飯田　湧太 吉田　蒼波 髙木　大地 砂川　翔哉

② 寺井蓮太郎 中出　悠太 西山　大樹 森川　隼弥 古川　翔 秋田　崇吾 朝比奈倫寛 柴田　直哉
③ 山下　魁斗 中出　勇斗 遠藤　健太 中田優一郎　高桑　律輝 川上　優 福谷　大斗 稗田　真心
④ 古田　恵祐 北本　舜暉 磯部　広務 山田　大翔 中村　優士 赤塚　堅太 小池　暁大 相河　悠太

4:12.27 4:17.91 4:21.58 4:22.30 4:22.81 4:23.79 4:24.47 4:24.73

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 8位
男子総合 富山東部 富山南部 新津第五 額 芳野 直江津東 三条第一 根上 鯖江
得点 ５４ ３１ ２４ ２４ ２３ ２３ ２１ １６ 16

根上と鯖江は、同得点で、リレー得点や入賞者数も同じため同位。
新津第五と額、芳野と直江津東は同得点だが、リレー得点が多い方が上位。


