
男子成績一覧表
会場

   
自由形 黒古 大樹 高3 宮本 直輝 高3 山口 広翔 高3 久保田 瞬 高1 羽鳥 雄大 高3 石川 蒼 高1 小野田 凪 高3 柴山 慶吏 高1
50m 前橋 市立太田 高崎工業 関東学園大附 前橋育英 四ツ葉学園 関東学園大附 前橋

24.11 24.55 25.09 25.41 25.52 25.65 25.71 25.86

自由形 宮本 直輝 高3 黒古 大樹 高3 矢嶋 千大 高1 久保田 瞬 高1 田村 秀汰 高1 井上 勇真 高3 戸谷 頼悟 高3 小野田 凪 高3
100m 市立太田 前橋 中央中等 関東学園大附 前橋育英 健大高崎 高崎商業 関東学園大附

52.65 53.15 55.21 55.61 55.69 56.05 56.44 56.82

自由形 井上 勇真 高3 矢嶋 千大 高1 戸谷 頼悟 高3 福田 和樹 高2 菅原 邑介 高3 町田 優 高2 寺内 翔太郎 高2 猪野 楽人 高2
200m 健大高崎 中央中等 高崎商業 前橋育英 関東学園大附 桐生 関東学園大附 前橋育英

1:59.66 2:00.42 2:05.34 2:06.23 2:06.29 2:10.88 2:13.17 2:13.52

自由形 坊岡 優眞 高3 佐久間 哲平 高3 樺澤 冬磨 高3 青木 鳳雅 高1 松橋 佳秀 高2
400m 市立太田 関東学園大附 前橋育英 関東学園大附 桐生清桜

3:59.58 4:06.04 4:08.83 4:12.80 4:14.68

自由形 樺澤 冬磨 高3 秋山 蓮太郎 高3 青木 鳳雅 高1 大根原 海翔 高1
1500m 前橋育英 高崎商業 関東学園大附 前橋育英

16:29.29 16:36.84 16:49.58 18:16.03

背泳ぎ 新井 悠介 高3 湯原 吉雅 高2 松橋 佳秀 高2 羽鳥 雄大 高3 齋藤 慶輝 高2 狩野 元綺 高3 大堀 莉輝 高2 吉川 陽向 高1
100m 桐生 明和県央 桐生清桜 前橋育英 桐生清桜 明和県央 沼田 太田

1:00.93 1:02.92 1:02.99 1:03.15 1:03.31 1:03.46 1:05.19 1:05.92

背泳ぎ 山田 灯流 高3 齋藤 慶輝 高2 狩野 元綺 高3 吉川 陽向 高1 湯原 吉雅 高2 大堀 莉輝 高2 柴田 隼 高2 渋谷 宙志 高2
200m 高崎経済大附 桐生清桜 明和県央 太田 明和県央 沼田 共愛学園 富岡

2:15.03 2:18.33 2:18.45 2:22.03 2:24.19 2:24.35 2:26.74 2:29.95

平泳ぎ 朝比奈 倫寛 高3 上原 大雅 高1 室橋 一颯 高2 冬木 太陽 高2 岡本 大輝 高3 沢田 凪 高3 新田 士童 高1 髙橋 永遠 高2
100m 前橋育英 高崎商業 前橋 高崎商業 藤岡中央 関東学園大附 関東学園大附 前橋

1:05.31 1:06.82 1:07.42 1:07.90 1:08.29 1:09.08 1:09.62 1:10.78

平泳ぎ 朝比奈 倫寛 高3 茂呂 優舞 高2 室橋 一颯 高2 沢田 凪 高3 上原 大雅 高1 岡本 大輝 高3 冬木 太陽 高2 新田 士童 高1
200m 前橋育英 共愛学園 前橋 関東学園大附 高崎商業 藤岡中央 高崎商業 関東学園大附

2:19.59 2:23.41 2:25.78 2:29.71 2:31.97 2:33.18 2:33.95 2:37.96

バタフライ 武 快飛 高2 高橋 征成 高3 齋藤 麗次郎 高2 吉永 隼毅 高1 狩野 健介 高2 原田 祥 高1 鈴木 雄大 高2 髙木 諒人 高2
100m 前橋育英 明和県央 太田 館林 高崎商業 太田 明和県央 前橋

55.06 57.69 57.93 58.14 58.58 59.77 1:00.18 1:00.85

バタフライ 武 快飛 高2 狩野 健介 高2 齋藤 麗次郎 高2 塚越 倭 高3 目黒 類 高1 市川 勇星 高2 髙木 諒人 高2 原田 祥 高1
200m 前橋育英 高崎商業 太田 健大高崎 東京農大第二 高崎経済大附 前橋 太田

2:06.51 2:07.44 2:09.01 2:11.23 2:18.15 2:18.94 2:19.21 2:20.13
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

(大会新)

(大会新)

(大会新)



   
個人メドレー 佐久間 哲平 高3 新井 悠介 高3 阿部 大峨 高1 田村 秀汰 高1 秋山 蓮太郎 高3 寺田 大晟 高2 昆野 太河 高2 永井 智也 高1
200m 関東学園大附 桐生 桐生 前橋育英 高崎商業 前橋 高崎 高崎商業

2:05.35 2:11.48 2:19.13 2:20.76 2:23.64 2:25.44 2:26.67 2:29.17

個人メドレー 坊岡 優眞 高3 茂呂 優舞 高2 川野 陽己 高3 山田 灯流 高3
400m 市立太田 共愛学園 前橋育英 高崎経済大附

4:29.29 4:45.96 4:47.29 4:59.63

リレー 関東学園大附 前橋育英 前橋 明和県央 太田 高崎商業 桐生 高崎
400m 佐久間 哲平 高3 武 快飛 高2 小川 遥平 高1 鈴木 雄大 高2 丸山 瑞貴 高2 戸谷 頼悟 高3 阿部 大峨 高1 高尾 晴空 高2

久保田 瞬 高1 羽鳥 雄大 高3 柴山 慶吏 高1 渡邉 武人 高3 齋藤 麗次郎 高2 冬木 太陽 高2 斉田 僚太郎 高1 髙橋 太一 高3
小野田 凪 高3 田村 秀汰 高1 寺田 大晟 高2 湯原 吉雅 高2 外山 康陽 高1 狩野 健介 高2 石川 晴己 高2 昆野 太河 高2
菅原 邑介 高3 樺澤 冬磨 高3 黒古 大樹 高3 大林 哉斗 高3 川田 湊登 高1 永井 智也 高1 町田 優 高2 佐藤 瑠威 高3

3:38.83 3:40.16 3:46.38 3:50.30 3:55.50 3:55.73 3:55.86 4:04.37

52.55 1泳 53.75 1泳 57.80 1泳 57.26 1泳 57.58 1泳 59.65 1泳 57.77 1泳 57.68 1泳
(1泳大会新)

リレー 関東学園大附 前橋育英 明和県央 前橋 高崎商業 桐生
800m 佐久間 哲平 高3 川野 陽己 高3 鈴木 雄大 高2 黒古 大樹 高3 秋山 蓮太郎 高3 石川 晴己 高2

久保田 瞬 高1 羽鳥 雄大 高3 湯原 吉雅 高2 室橋 一颯 高2 冬木 太陽 高2 斉田 僚太郎 高1
青木 鳳雅 高1 福田 和樹 高2 狩野 元綺 高3 髙木 諒人 高2 上原 大雅 高1 阿部 大峨 高1
菅原 邑介 高3 樺澤 冬磨 高3 大林 哉斗 高3 金谷 伶央 高3 永井 智也 高1 町田 優 高2

7:58.59 8:10.73 8:23.73 8:24.69 8:39.35 9:13.20

1:53.09 1泳 2:05.01 1泳 2:02.75 1泳 1:57.54 1泳 1:59.17 1泳 2:21.20 1泳

メドレーリレー 前橋育英 高崎商業 関東学園大附 明和県央 桐生 前橋 桐生工業
400m 羽鳥 雄大 高3 秋山 蓮太郎 高3 佐久間 哲平 高3 狩野 元綺 高3 新井 悠介 高3 小川 遥平 高1 阿左美 竣介 高3

朝比奈 倫寛 高3 上原 大雅 高1 新田 士童 高1 石和 匠音 高3 阿部 大峨 高1 室橋 一颯 高2 今井 琉翔 高3
武 快飛 高2 狩野 健介 高2 沢田 凪 高3 高橋 征成 高3 石川 晴己 高2 髙木 諒人 高2 長谷川 陸月 高3
田村 秀汰 高1 戸谷 頼悟 高3 菅原 邑介 高3 渡邉 武人 高3 町田 優 高2 黒古 大樹 高3 天沼 瑠偉 高1

4:02.66 4:07.33 4:09.50 4:15.37 4:16.62 4:19.74 4:36.04

1:04.30 1泳 1:04.23 1泳 59.64 1泳 1:03.01 1泳 1:01.40 1泳 1:07.06 1泳 1:09.05 1泳

総合成績 得点

第 1 位 125

第 2 位 100

第 3 位 77

第 4 位 63

第 5 位 61

第 6 位 42

第 7 位 31

第 8 位 30

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

(大会新)

男子総合

明和県央高等学校

群馬県立桐生高等学校

太田市立太田高等学校

群馬県立太田高等学校

前橋育英高等学校

関東学園大学附属高等学校

群馬県立高崎商業高等学校

群馬県立前橋高等学校


