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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 緒方　敦大 中３ 松陵 0:25.63 中村　達樹 中３ 明倫 0:26.38 村野　貴哉 中３ 足羽第一 0:26.42 山北　雅也 中３ 角鹿 0:26.64 上佐近弘輔 中３ 大飯 0:26.92 水野　大祐 中２ 鯖江 0:28.42

自 1年100 谷内　柚太 中１ 福工大福井 1:01.50 竹島紅太郎 中１ 永平寺 1:02.47 香月　佑太 中１ 成和 1:05.25 時岡　拓真 中１ 大飯 1:06.17 浅井　直央 中１ 至民 1:08.55 桑野　凌真 中１ 森田 1:09.72

由 全 100 緒方　敦大 中３ 松陵 0:55.74 青山　勝征 中３ 明倫 0:55.95 中村　達樹 中３ 明倫 0:56.87 山口　光陽 中２ 成和 0:59.58 上佐近弘輔 中３ 大飯 0:59.66 山北　雅也 中３ 角鹿 0:59.82

形 全 200 濱手　太秀 中２ 大飯 2:08.19 谷内　柚太 中１ 福工大福井 2:12.10 藤田　智弥 中１ 大飯 2:13.90 竹田　優希 中２ 成和 2:14.63 青木　優和 中３ 大東 2:14.91 時岡　拓真 中１ 大飯 2:23.35

全 400 立壁　涼虎 中３ 福大附属 4:19.61 濱手　太秀 中２ 大飯 4:37.94 青木　優和 中３ 大東 4:42.53 景山　綾介 中１ 南条 4:58.79 武石　侑大 中２ 小浜 5:15.20 松村　大翔 中２ 中央 6:42.89

全1500 立壁　涼虎 中３ 福大附属 17:26.22 武石　侑大 中２ 小浜 21:16.87 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

平 1年100 香月　佑太 中１ 成和 1:15.88 安藤　大河 中１ 小浜第二 1:17.70 本多　永遠 中１ 明倫 1:18.63 天立　悠太 中１ 勝山南部 1:35.32 佐野　友信 中１ 小浜 1:39.83 岩本　康希 中１ 越前 1:41.08

泳 全 100 峯浦　　楽 中３ 小浜 1:08.29 村野　貴哉 中３ 足羽第一 1:08.88 佐々木祐輝 中２ 南越 1:12.38 畠中　茄愛 中３ 小浜 1:14.16 細田　大貴 中３ 成和 1:14.96 宮本　雅斗 中３ 陽明 1:17.24

ぎ 全 200 峯浦　　楽 中３ 小浜 2:26.36 青山　勝征 中３ 明倫 2:27.04 佐々木祐輝 中２ 南越 2:36.13 白﨑　悠斗 中２ 清水 2:38.88 細田　大貴 中３ 成和 2:43.25 天谷　律希 中１ 春江 2:50.07

背 1年100 竹島紅太郎 中１ 永平寺 1:12.20 時岡　　亘 中１ 粟野 1:13.65 小笠原琉人 中１ 松陵 1:31.18 森　　正道 中１ 進明 1:42.09 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

泳 全 100 西野　瑞輝 中１ 万葉 1:07.43 須磨　拓哉 中２ 松陵 1:07.68 鈴木　武尊 中３ 森田 1:08.52 酒井　泰誠 中２ 中央 1:11.26 神﨑　祐也 中３ 小浜 1:12.64 嶋崎　由真 中３ 福大附属 1:14.19

ぎ 全 200 西野　瑞輝 中１ 万葉 2:21.28 鈴木　武尊 中３ 森田 2:29.86 須磨　拓哉 中２ 松陵 2:30.10 酒井　泰誠 中２ 中央 2:36.64 栃川　昂大 中２ 松岡 2:46.19 #N/A #N/A #N/A #N/A

バ 1年 50 小川　諒太 中１ 武生第二 0:30.46 本多　永遠 中１ 明倫 0:32.13 時岡　　亘 中１ 粟野 0:32.24 臼井　義人 中１ 小浜 0:35.22 小笠原琉人 中１ 松陵 0:37.27 内山　直也 中１ 松陵 0:41.44

タ 全 100 髙橋　裕汰 中２ 北陸 0:58.70 清水　悠吾 中３ 小浜第二 0:59.60 春岡　草太 中２ 朝日 1:01.30 山本　壮史 中３ 至民 1:03.92 山根　圭悟 中３ 成和 1:07.75 小川　諒太 中１ 武生第二 1:08.65

フ 全 200 髙橋　裕汰 中２ 北陸 2:12.08 清水　悠吾 中３ 小浜第二 2:12.87 山本　壮史 中３ 至民 2:22.83 山根　圭悟 中３ 成和 2:34.51 景山　綾介 中１ 南条 2:41.62 #N/A #N/A #N/A #N/A

個 全 200 長谷川楓悟 中３ 高浜 2:14.30 村松　浩希 中２ 福工大福井 2:25.62 白﨑　悠斗 中２ 清水 2:27.75 畠中　茄愛 中３ 小浜 2:30.89 白嶋　亮太 中３ 足羽第一 2:38.59 定兼　拓永 中２ 鯖江 2:39.26

メ 全 400 長谷川楓悟 中３ 高浜 4:46.67 春岡　草太 中２ 朝日 4:56.53 村松　浩希 中２ 福工大福井 5:10.42 定兼　拓永 中２ 鯖江 5:41.20 山田　泰誠 中３ 開成 5:51.66 #N/A #N/A #N/A #N/A

1年200 中１ 中１ 中１ #N/A #N/A #N/A

ﾘﾚｰ 中１ 中１ 中１ #N/A #N/A #N/A

リ 中１ 中１ 中１ #N/A #N/A #N/A

中１ 中１ 中１ #N/A #N/A #N/A

全 400 中3 中2 中3 中2 中1 中3

レ ﾒﾄﾞﾚｰ 中1 中3 中3 中3 中2 中3

ﾘﾚｰ 中3 中3 中3 中3 中2 中3

中3 中3 中3 中2 中3 中2

ー 全 400 中3 中3 中3 中3 中2 中2

ﾘﾚｰ 中3 中2 中1 中3 中3 中1

中3 中1 中3 中3 中3 中3

中2 中1 中3 中3 中3 中2

備考

小浜 3年 2:24.72 高浜 3年

高浜 3年 北陸 2年

朝日 2年 小浜 3年 1:07.81
小浜 3年 2:26.36 高浜 3年

明倫 3年 2:27.04 北陸 2年

1位 松陵中 2位 3位 小浜 3年 1:08.29男子団体 明倫中 小浜中 峯浦　楽 全学年男子100ｍ平泳ぎ　決勝　 大会新

全中標準記録突破・大会新・県中新

青山　勝征 全学年男子200ｍ平泳ぎ　決勝 大会新 髙橋　裕汰 0:58.70 全学年男子100ｍバタフライ決勝 全中標準記録突破・大会新

峯浦　楽 全学年男子200ｍ平泳ぎ　決勝 大会新 長谷川楓悟 2:14.30 全学年男子200ｍ個人メドレー決勝

全中標準記録突破・大会新

春岡草太 4:56.53 全学年男子400ｍ個人メドレー決勝 大会新 峯浦　楽 全学年男子100ｍ平泳ぎ　予選　 全中標準記録突破・大会新

全学年男子200ｍ個人メドレー予選 全中標準記録突破・大会新・県中新

長谷川楓悟 4:46.67 全学年男子400ｍ個人メドレー決勝 大会新 髙橋　裕汰 0:59.05 全学年男子100ｍバタフライ予選
峯浦　楽 全学年男子200ｍ平泳ぎ　予選　 全中標準記録突破・大会新 長谷川楓悟 2:13.66

清川拓真
川端隆佑
白嶋亮太
村野貴哉

足羽第一 4:09.69

竹田優希
香月佑太
山根圭悟
山口光陽

成和 4:09.98

青山勝征
本多永遠

久保田理人
中村達樹

明倫 4:05.01

峯浦　楽
畠中茄愛
武田駿悠
神﨑祐也

小浜 4:08.65

緒方敦大
出口恵人
棚橋　諒
須磨拓哉

松陵 3:56.21

上佐近弘輔
濱手太秀
時岡拓真
藤田智弥

大飯 4:04.23

藤田智弥
荒井　航
濱手太秀

上佐近弘輔

大飯 4:38.63

川端隆佑
村野貴哉
白嶋亮太
清川拓真

足羽第一 4:45.46

神﨑祐也
峯浦　楽
畠中茄愛
武田駿悠

小浜 4:35.23

山口光陽
細田大貴
山根圭悟
竹田優希

成和 4:35.86

中村達樹
本多永遠
久保田理人
青山勝征

明倫 4:30.09

須磨拓哉
出口恵人
緒方敦大
棚橋　諒

松陵 4:31.05

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

日髙温文
内山直也
滝本聖真
小笠原琉人

松陵 2:29.84 #N/A #N/A #N/A

                                                      会場  福井県営水泳場 午後 1：20現在  天候（晴れ）気温（30.0℃）水温（28.0℃）

平成２５年７月２１日（日） 午前 10:00現在  天候（晴れ）気温（26.0℃）水温（28.0℃）

午後 00:30現在  天候（晴れ）気温（30.0℃）水温（28.0℃）

   平成２５年度  第５１回福井県中学校夏季水泳競技大会 平成２５年７月２０日（土） 午前 10:00 現在  天候（晴）気温（29.0℃）水温（28.0℃）


