
審判長 松浦　邦仁 記録責任者 正津　香津子

１      位 ２      位 ３      位 ４      位 ５      位 ６     位

男子   氏   名 年  学校  記  録  氏   名 年  学校  記  録  氏   名 年  学校  記  録  氏   名 年  学校  記  録  氏   名 年  学校  記　録  氏   名 年  学校  記  録

全  50 出口　貴規 中３ 小浜　 0:26.63 澤柳　　景 中３ 高浜　 0:27.30 酒井　龍汰 中３ 勝山南部　 0:27.73 濱詰　大樹 中３ 小浜　 0:27.76 山本　康平 中３ 武生第一　 0:28.75 浅井　玲央 中２ 福大附属　 0:28.93

自 1年100 松本　大輝 中１ 小浜　 1:02.04 油谷　晃行 中１ 足羽第一　 1:05.69 日置　恭平 中１ 鯖江　 1:07.00 時岡　　匠 中１ 粟野　 1:07.39 高木　秀人 中１ 武生第一　 1:07.56 三谷　　翔 中１ 粟野　 1:10.55

由 全 100 出口　貴規 中３ 小浜　 0:58.83 新谷　　陸 中２ 勝山中部　 0:59.23 折尾　　響 中３ 大東　 0:59.56 澤柳　　景 中３ 高浜　 0:59.66 酒井　龍汰 中３ 勝山南部　 1:00.45 浅井　玲央 中２ 福大附属　 1:02.91

形 全 200 新谷　　陸 中２ 勝山中部　 2:08.22 折尾　　響 中３ 大東　 2:10.64 向後　翔馬 中２ 春江　 2:12.27 松本　大輝 中１ 小浜　 2:16.27 西内　幹哉 中２ 福工大福井　 2:21.96 赤澤　大地 中２ 南条　 2:28.20

全 400 小林　靖幸 中３ 福工大福井　 4:25.34 向後　翔馬 中２ 春江　 4:41.39 春岡　風太 中２ 朝日　 4:46.21 田中虎太郎 中１ 勝山南部　 4:59.83 大島　涼佑 中３ 小浜　 5:07.42 赤澤　大地 中２ 南条　 5:13.17

全1500 小林　靖幸 中３ 福工大福井　 17:14.65 春岡　風太 中２ 朝日　 18:57.53 田中虎太郎 中１ 勝山南部　 19:30.88 大島　涼佑 中３ 小浜　 19:41.03 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

平 1年100 川崎　佑馬 中１ 武生第六　 1:27.71 三輪　三太 中１ 藤島　 1:27.81 牧野　倫之 中１ 南条　 1:33.72 加賀谷亮介 中１ 武生第一　 1:37.64 池田　友哉 中１ 明倫　 1:38.60 山田　悠司 中１ 中央　 1:46.54

泳 全 100 武田　涼史 中２ 至民　 1:13.38 遠藤　　巧 中２ 武生第三　 1:15.59 山口　大介 中２ 朝日　 1:17.08 浦田　祥吾 中３ 小浜　 1:20.03 尾上　翔磨 中２ 開成　 1:20.28 安永　将太 中２ 大飯　 1:21.21

ぎ 全 200 遠藤　　巧 中２ 武生第三　 2:42.97 山口　大介 中２ 朝日　 2:49.01 尾上　翔磨 中２ 開成　 2:51.13 安永　将太 中２ 大飯　 2:54.98 浦田　祥吾 中３ 小浜　 2:57.06 川部真太朗 中３ 松陵　 2:59.72

背 1年100 吉田　文武 中１ 武生第一　 1:10.85 川端　孝弥 中１ 粟野　 1:20.28 森本　健太 中１ 鯖江　 1:21.36 山本　誠也 中１ 武生第一　 1:26.70 高間　優輝 中１ 中央　 1:38.80 #N/A #N/A #N/A #N/A

泳 全 100 上倉　昌也 中２ 松陵　 1:09.36 高槻　義朗 中１ 勝山中部　 1:17.27 神﨑　準平 中３ 小浜　 1:22.05 増田　法朗 中２ 中央　 1:22.73 牧野　　拓 中２ 中央　 1:28.90 岡田　和也 中３ 越前　 1:31.76

ぎ 全 200 上倉　昌也 中２ 松陵　 2:28.03 吉田　文武 中１ 武生第一　 2:32.02 高槻　義朗 中１ 勝山中部　 2:44.78 神﨑　準平 中３ 小浜　 2:52.80 牧野　　拓 中２ 中央　 3:14.22 斉藤　慎也 中２ 中央　 3:16.43

バ 1年 50 髙鳥　順也 中１ 小浜　 0:38.28 吉村　浩希 中１ 小浜　 0:38.38 山下　政晶 中１ 小浜　 0:40.09 松村　　剛 中１ 武生第一　 0:40.84 松崎　亮介 中１ 中央　 0:45.31 籾垣　匠吾 中１ 松陵　 0:48.20

タ 全 100 岡田　奎一 中３ 北陸　 0:59.75 武田　一斗 中３ 至民　 1:01.59 加藤　幸大 中３ 南越　 1:02.05 池田翔一朗 中２ 南越　 1:07.78 内藤　圭祐 中３ 小浜　 1:10.29 髙橋　公二 中１ 南条　 1:12.38

フ 全 200 武田　一斗 中３ 至民　 2:14.36 髙橋　公二 中１ 南条　 2:36.03 加藤　幸大 中３ 南越　 2:38.93 内藤　圭祐 中３ 小浜　 2:43.98 山内琳太郎 中２ 勝山北部　 3:21.49 #N/A #N/A #N/A #N/A

個 全 200 岡田　奎一 中３ 北陸　 2:19.58 中村　宥人 中１ 勝山南部　 2:36.59 岡田　和也 中３ 越前　 3:26.82 西村　公佑 中２ 中央　 3:29.93 高間　優輝 中１ 中央　 3:31.99 竹島　康平 中１ 中央　 3:40.53

メ 全 400 武田　涼史 中２ 至民　 4:55.86 中村　宥人 中１ 勝山南部　 5:35.33 池田翔一朗 中２ 南越　 5:35.41 又農　智史 中１ 粟野　 5:42.80 増田　法朗 中２ 中央　 6:25.01 #N/A #N/A #N/A #N/A

1年200 川端孝弥 中1 粟野　 2:03.22 松本大輝 中1 小浜　 2:15.84 高間優輝 中1 中央　 2:28.85 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ﾘﾚｰ 時岡匠 中1 吉村浩希 中1 松崎亮介 中1

リ 三谷翔 中1 高鳥順也 中1 山田悠司 中1

又農智史 中1 山下政晶 中1 竹島康平 中1

全 400 松本大輝 中1 小浜　 4:47.81 吉田文武 中1 武生第一　 5:00.05 田中虎太郎 中1 勝山南部　 5:07.71 川端孝弥 中1 粟野　 5:09.48 上倉昌也 中2 松陵　 5:13.83 赤澤大地 中2 南条　 5:21.96

レ ﾒﾄﾞﾚｰ 浦田祥吾 中3 上田真起斗 中2 大道詠亮 中1 時岡匠 中1 川部健太朗 中2 牧野倫之 中1

ﾘﾚｰ 内藤圭祐 中3 山本康平 中3 中村宥人 中1 又農智史 中1 河瀬経樹 中2 高橋公二 中1

濱詰大樹 中3 高木秀人 中1 酒井龍汰 中3 三谷翔 中1 川部真太朗 中3 林拓巳 中1

ー全 400 濱詰大樹 3 小浜　 4:05.33 酒井龍汰 3 勝山南部　 4:24.81 上田真起斗 2 武生第一　 4:32.74 又農智史 1 粟野　 4:36.02 川部真太朗 3 松陵　 4:42.21 髙橋公二 1 南条　 4:50.37

ﾘﾚｰ 出口貴規 3 大道詠亮 1 髙木秀人 1 三谷翔 1 上倉昌也 2 牧野倫之 1

松本大輝 1 中村宥人 1 吉田文武 1  川端孝弥 1 河瀬経樹 2 林拓巳 1

内藤圭祐 3 田中虎太郎 1 山本康平 3 時岡匠 1 川部健太朗 2 赤澤大地 2

備考 至民 武田涼史 中2 04:55.9

午後 12 :00現在  天候（晴）気温（34.0℃）水温（29.5℃）

                                                      会場  福井県営水泳場

平成22年７月19日（月）

県中新・大会新 男子全学年４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

午後 13 :00現在  天候（晴）気温（33.0℃）水温（29.5℃）

午前 10:00現在  天候（晴）気温（34.0℃）水温（28.5.0℃）

   平成22 年度  第48回福井県中学校夏季水泳競技大会 平成22年７月18日（日） 午前 10:00現在  天候（晴）気温（34.0℃）水温（28.5℃）


