
順位 氏　　　名 所　　　属 学年 記　　録 順位 氏　　　名 所　　　属 学年 記　　録

6 山本雄太  埼玉栄 高校 3 24.79 4 神田美夢  埼玉栄 高校 2 27.37

13 髙地駿介  埼玉栄 高校 2 25.04 5 大海茉那  埼玉栄 高校 2 27.46

13 松本匠太郎  埼玉栄 高校 3 25.04 11 吉田涼夏  埼玉栄 高校 1 28.02

17 依田塁  埼玉栄 高校 1 25.14 16 平原ここの  埼玉栄 高校 1 28.21

27 小林侑生  埼玉栄 高校 2 25.52 28 増田聖乃  埼玉栄 高校 1 28.58

46 山崎翔悟  埼玉栄 高校 3 25.98 29 武井柚月  埼玉栄 高校 1 28.61

57 永島直樹  埼玉栄 高校 2 26.08 31 佐藤美悠  埼玉栄 高校 2 28.73

65 古川智大  埼玉栄 高校 3 26.19 33 尾藤有彩  埼玉栄 高校 3 28.8

79 熊谷祐汰  埼玉栄 高校 3 26.48 50 磯井菜那美  埼玉栄 高校 2 29.21

82 山崎颯太郎  埼玉栄 高校 1 26.51 57 加藤玲奈  埼玉栄 高校 2 29.27

92 山口祐ノ介  埼玉栄 高校 2 26.66 57 吉原怜奈  埼玉栄 高校 1 29.27

105 金子蓮  埼玉栄 高校 3 26.89 122 渡辺彩香  埼玉栄 高校 1 30.76

171 関匠大  埼玉栄 高校 1 27.57 123 須藤美月  埼玉栄 高校 2 30.81

210 稗田真心  埼玉栄 高校 2 28.04 124 石井那美  埼玉栄 高校 1 30.87

210 納富優多  埼玉栄 高校 2 28.04 131 長嶋夏実  埼玉栄 高校 2 31.05

229 神田京太郎  埼玉栄 高校 2 28.28 132 三浦風月  埼玉栄 高校 3 31.06

274 江口昇  埼玉栄 高校 1 28.74 137 堀越千紗都  埼玉栄 高校 2 31.14

287 鴫原成央  埼玉栄 高校 1 28.91 145 松村瑠美花  埼玉栄 高校 2 31.44

323 古川貢大  埼玉栄 高校 1 29.27 151 小室奈津子  埼玉栄 高校 3 31.62

337 清田颯汰  埼玉栄 高校 1 29.49 167 鈴木結  埼玉栄 高校 1 32.09

397 兄部勇美  埼玉栄 高校 3 30.05 176 伊藤ゆう  埼玉栄 高校 3 32.36

409 菅谷涼太  埼玉栄 高校 1 30.2 198 小野里睦月  埼玉栄 高校 3 33.19

411 福井大智  埼玉栄 高校 1 30.23 222 大日方美海  埼玉栄 高校 2 33.93

418 糠田徳志  埼玉栄 高校 1 30.29 240 関春美  埼玉栄 高校 1 34.54

順位 氏　　　名 所　　　属 学年 記　　録 順位 氏　　　名 所　　　属 学年 記　　録

4 石井健聖  埼玉栄 高校 3 27 4 宮山愛美  埼玉栄 高校 1 30.58

10 古川智大  埼玉栄 高校 3 28.16 6 藤原由唯  埼玉栄 高校 2 30.8

16 山崎颯太郎  埼玉栄 高校 1 28.7 23 鈴木櫻  埼玉栄 高校 3 32.15

19 鈴木優太  埼玉栄 高校 2 28.91 27 宮岡綾音  埼玉栄 高校 2 32.74

35 加藤大志朗  埼玉栄 高校 3 29.94 46 川井凜  埼玉栄 高校 2 33.79

36 齋藤大輝  埼玉栄 高校 2 29.96 53 石井那美  埼玉栄 高校 1 34.13

66 成田敦哉  埼玉栄 高校 2 31.68 58 上河内優  埼玉栄 高校 3 34.66

76 関匠大  埼玉栄 高校 1 32.18 60 高橋ののか  埼玉栄 高校 1 34.8

91 古川貢大  埼玉栄 高校 1 32.96 82 小室奈津子  埼玉栄 高校 3 36.5

99 江口昇  埼玉栄 高校 1 33.6 86 関春美  埼玉栄 高校 1 37.11

100 ｱﾙﾏｽｨ宰啓  埼玉栄 高校 2 33.72 97 伊藤ゆう  埼玉栄 高校 3 39.1

123 神田京太郎  埼玉栄 高校 2 34.79

127 納富優多  埼玉栄 高校 2 35.33

順位 氏　　　名 所　　　属 学年 記　　録

2 佐藤美悠  埼玉栄 高校 2 34.31

順位 氏　　　名 所　　　属 学年 記　　録 3 加藤玲奈  埼玉栄 高校 2 34.74

1 永島直樹  埼玉栄 高校 2 29.93 31 川井凜  埼玉栄 高校 2 37.97

19 小林侑生  埼玉栄 高校 2 31.85 36 五十畑彩花  埼玉栄 高校 3 38.52

25 鈴木優太  埼玉栄 高校 2 32.1 38 松村瑠美花  埼玉栄 高校 2 38.96

26 小島拓実  埼玉栄 高校 1 32.15 44 長坂咲穂  埼玉栄 高校 1 39.36

27 熊谷祐汰  埼玉栄 高校 3 32.19 52 松本菜美  埼玉栄 高校 3 39.69

28 山口祐ノ介  埼玉栄 高校 2 32.23 54 齋藤千瑛  埼玉栄 高校 1 39.95

31 髙地駿介  埼玉栄 高校 2 32.28 56 永島遥  埼玉栄 高校 3 39.96

37 黒川鎌  埼玉栄 高校 3 32.49 65 長嶋夏実  埼玉栄 高校 2 40.84

49 齋藤大輝  埼玉栄 高校 2 32.94 71 山本莉乃彩  埼玉栄 高校 1 41.04

89 竹ノ内優希  埼玉栄 高校 3 34.57 87 大日方美海  埼玉栄 高校 2 42.91

91 伊藤海成  埼玉栄 高校 3 34.6 116 小野里睦月  埼玉栄 高校 3 46.75

101 福井大智  埼玉栄 高校 1 35

104 鴫原成央  埼玉栄 高校 1 35.1

117 金子蓮  埼玉栄 高校 3 35.51 順位 氏　　　名 所　　　属 学年 記　　録

174 清田颯汰  埼玉栄 高校 1 38.2 4 松本菜美  埼玉栄 高校 3 29.36

190 ｱﾙﾏｽｨ宰啓  埼玉栄 高校 2 38.89 4 藤原由唯  埼玉栄 高校 2 29.36

6 大海茉那  埼玉栄 高校 2 29.56

12 平原ここの  埼玉栄 高校 1 29.88

順位 氏　　　名 所　　　属 学年 記　　録 14 神田美夢  埼玉栄 高校 2 29.95

1 山本雄太  埼玉栄 高校 3 25.12 15 永島遥  埼玉栄 高校 3 29.99

11 石井健聖  埼玉栄 高校 3 26.88 17 宮山愛美  埼玉栄 高校 1 30.04

13 依田塁  埼玉栄 高校 1 27 18 吉田涼夏  埼玉栄 高校 1 30.05

15 小島拓実  埼玉栄 高校 1 27.15 22 五十畑彩花  埼玉栄 高校 3 30.14

19 伊藤海成  埼玉栄 高校 3 27.22 25 吉原怜奈  埼玉栄 高校 1 30.28

22 松本匠太郎  埼玉栄 高校 3 27.23 27 鈴木櫻  埼玉栄 高校 3 30.42

43 加藤大志朗  埼玉栄 高校 3 28.07 29 尾藤有彩  埼玉栄 高校 3 30.51

62 山崎翔悟  埼玉栄 高校 3 28.48 37 武井柚月  埼玉栄 高校 1 30.74

72 竹ノ内優希  埼玉栄 高校 3 28.89 62 磯井菜那美  埼玉栄 高校 2 31.5

79 稗田真心  埼玉栄 高校 2 29.03 63 齋藤千瑛  埼玉栄 高校 1 31.55

114 成田敦哉  埼玉栄 高校 2 30.22 81 高橋ののか  埼玉栄 高校 1 32.17

199 兄部勇美  埼玉栄 高校 3 32.89 84 増田聖乃  埼玉栄 高校 1 32.37

231 糠田徳志  埼玉栄 高校 1 34.28 90 堀越千紗都  埼玉栄 高校 2 32.65

98 山本莉乃彩  埼玉栄 高校 1 33.06

100 須藤美月  埼玉栄 高校 2 33.17

順位 氏　　　名 チーム名 記　　録 組 106 宮岡綾音  埼玉栄 高校 2 33.67

1. 石井健聖 107 長坂咲穂  埼玉栄 高校 1 33.75

2. 加藤大志朗 110 三浦風月  埼玉栄 高校 3 33.99

3. 依田塁 118 渡辺彩香  埼玉栄 高校 1 34.95

4. 山本雄太 120 上河内優  埼玉栄 高校 3 35.05

123 鈴木結  埼玉栄 高校 1 35.54

順位 氏　　　名 チーム名 記　　録 組

1. 髙地駿介 順位 氏　　　名 チーム名 記　　録 組

2. 松本匠太郎 1. 神田美夢

3. 山本雄太 2. 大海茉那

4. 石井健聖 3. 五十畑彩花

4. 松本菜美

順位 氏　　　名 チーム名 記　　録 組

1. 五十畑彩花

2. 加藤玲奈

3. 松本菜美

4. 永島遥

男子　200m　メドレーリレー

男子　50m　バタフライ

2 埼玉栄 01:37.4 5

男子　200m　フリーリレー

1 埼玉栄 01:57.7 4

1 埼玉栄 01:47.1

女子　200m　フリーリレー

女子　200m　メドレーリレー

2018/06/02 - 2018/06/02

埼玉:第35回県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ　（川口市東ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 短水路

男子　50m　自由形 女子　50m　自由形

男子　50m　背泳ぎ 女子　50m　背泳ぎ

女子　50m　平泳ぎ

男子　50m　平泳ぎ

女子　50m　バタフライ

4

1 埼玉栄 01:46.4 5
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