
男子成績一覧表
会場

   
自由形 黒古 大樹 高1 中村 優友 高3 荒川 颯汰 高3 山口 広翔 高1 角田 孝太郎 高1 荒木 勇太郎 高2 渡部 瑞樹 高2 小林 志門 高2
50m 前橋 明和県央 中央中等 高崎工業 前橋 前橋育英 前橋 藤岡中央

24.29 24.91 25.00 25.41 25.54 25.61 25.82 25.86

自由形 黒古 大樹 高1 宮本 直輝 高1 渡部 瑞樹 高2 荒木 勇太郎 高2 荒川 颯汰 高3 大杉 優介 高2 秋山 蓮太郎 高1 奈良 和樹 高2
100m 前橋 市立太田 前橋 前橋育英 中央中等 前橋 高崎商業 伊勢崎

52.89 53.62 54.25 54.97 55.41 55.58 55.97 57.23

自由形 川野 陽己 高1 鈴木 航大 高3 鈴木 亜斗夢 高3 菅原 邑介 高1 井上 勇真 高1 小野田 凪 高1 深作 優介 高2 関口 祐一朗 高2
200m 前橋育英 健大高崎 明和県央 関東学園大附 健大高崎 関東学園大附 前橋 東京農大第二

2:00.42 2:00.51 2:00.54 2:04.47 2:05.92 2:06.24 2:06.35 2:07.16

自由形 佐久間 哲平 高1 宮本 直輝 高1 黒澤 佑介 高3 川野 陽己 高1 高橋 洋貴 高3 小山 将太 高3 大林 哉斗 高1 鈴木 亜斗夢 高3
400m 関東学園大附 市立太田 高崎商業 前橋育英 渋川青翠 明和県央 明和県央 明和県央

4:02.57 4:04.07 4:09.72 4:16.06 4:18.22 4:23.88 4:28.30 4:28.68

自由形 黒澤 佑介 高3 高橋 洋貴 高3 秋山 蓮太郎 高1 大林 哉斗 高1 尾崎 太河 高2
1500m 高崎商業 渋川青翠 高崎商業 明和県央 伊勢崎

16:04.11 16:26.01 16:31.98 17:30.43 17:30.98

背泳ぎ 三浦 玲央 高3 太田 一麻 高2 小濱 壱晟 高1 橋本 大河 高2 佐野 太一 高1 日下部 倖慎 高3 小林 史弥 高2 越本 星也 高1
100m 高崎 高崎工業 桐生 太田東 桐生 関東学園大附 前橋 桐生

57.76 1:02.07 1:02.13 1:02.14 1:02.33 1:02.35 1:03.26 1:03.27

背泳ぎ 三浦 玲央 高3 太田 一麻 高2 橋本 大河 高2 日下部 倖慎 高3 小柳 勇貴 高2 越本 星也 高1 小濱 壱晟 高1 羽鳥 雄大 高1
200m 高崎 高崎工業 太田東 関東学園大附 太田 桐生 桐生 前橋育英

2:04.07 2:12.19 2:14.56 2:17.23 2:17.29 2:17.57 2:19.70 2:20.49

平泳ぎ 朝比奈 倫寛 高1 河原 隼斗 高2 齋藤 翼 高2 岸和田 司 高2 林 大斗 高1 高浪 稜河 高3 佐々木 淳成 高2 渡辺 琉叶 高2
100m 前橋育英 前橋育英 高崎 桐生 市立前橋 関東学園大附 太田 高崎工業

1:06.08 1:06.37 1:06.57 1:08.56 1:08.63 1:08.97 1:09.06 1:09.25

平泳ぎ 河原 隼斗 高2 佐々木 淳成 高2 朝比奈 倫寛 高1 林 大斗 高1 槌谷 尚起 高2 岸和田 司 高2 大杉 優介 高2 青木 悠之進 高1
200m 前橋育英 太田 前橋育英 市立前橋 前橋 桐生 前橋 太田

2:23.35 2:24.99 2:26.31 2:27.07 2:31.55 2:32.12 2:33.01 2:33.92

バタフライ 金 直輝 高2 竹越 慎悟 高3 脇坂 青空 高2 佐野 太一 高1 川中子 琢巳 高2 角田 孝太郎 高1 笠原 翔 高3 青木 諒馬 高2
100m 高崎 前橋 太田 桐生 前橋育英 前橋 明和県央 館林

57.11 57.19 58.19 59.79 59.88 59.95 1:00.46 1:00.85

バタフライ 金 直輝 高2 高柳 翔 高2 川中子 琢巳 高2 青木 諒馬 高2 丸茂 優介 高3 金谷 伶央 高1 塚越 倭 高1 小出 陽斗 高1
200m 高崎 館林 前橋育英 館林 伊勢崎 前橋 健大高崎 東京農大第二

2:04.35 2:10.33 2:13.74 2:13.87 2:14.12 2:17.87 2:18.43 2:25.78

(大会新)

(大会新)

(大会新)

令和1年度 群馬県高等学校総合体育大会水泳競技会 2019/8/1
群馬県立敷島公園水泳場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位



   
個人メドレー 佐久間 哲平 高1 坊岡 優眞 高1 新井 悠介 高1 高柳 翔 高2 山内 直生 高2 槌谷 尚起 高2 浅見 大和 高2 小山 将太 高3
200m 関東学園大附 市立太田 桐生 館林 明和県央 前橋 前橋 明和県央

2:07.05 2:10.05 2:12.98 2:14.05 2:16.33 2:17.82 2:18.34 2:18.91

個人メドレー 坊岡 優眞 高1 宮下 央嗣 高3 塚本 龍平 高3 太田 翔揮 高2 南雲 丈 高3 齋藤 太一 高1 石和 匠音 高1 粕川 龍之介 高1
400m 市立太田 高崎商業 前橋 前橋 高崎経済大附 高崎工業 明和県央 桐生南

4:38.69 4:54.66 4:59.13 5:01.39 5:05.07 5:06.55 5:10.70 5:21.47

リレー 前橋 高崎 前橋育英 明和県央 高崎商業 健大高崎 桐生 館林
400m 竹越 慎悟 高3 金 直輝 高2 荒木 勇太郎 高2 笠原 翔 高3 黒澤 佑介 高3 鈴木 航大 高3 佐野 太一 高1 高柳 翔 高2

大杉 優介 高2 野口 直央 高3 川野 陽己 高1 中村 優友 高3 宮下 央嗣 高3 井上 勇真 高1 小濱 壱晟 高1 青木 諒馬 高2
渡部 瑞樹 高2 大串 知寛 高2 羽鳥 雄大 高1 山内 直生 高2 戸谷 頼悟 高1 近藤 悠斗 高3 長井 優弥 高1 川辺 雄紀 高2
黒古 大樹 高1 三浦 玲央 高3 朝比奈 倫寛 高1 榎田 紘希 高3 秋山 蓮太郎 高1 最上 洸介 高2 新井 悠介 高1 塩見 颯大 高3

3:38.26 3:40.67 3:42.60 3:46.17 3:47.33 3:47.67 3:49.71 3:52.36

55.48 1泳 53.67 1泳 54.21 1泳 55.92 1泳 56.20 1泳 55.06 1泳 57.01 1泳 56.43 1泳

リレー 前橋 高崎商業 高崎 前橋育英 関東学園大附 明和県央 健大高崎 太田
800m 大杉 優介 高2 黒澤 佑介 高3 三浦 玲央 高3 荒木 勇太郎 高2 佐久間 哲平 高1 鈴木 亜斗夢 高3 鈴木 航大 高3 赤坂 朋哉 高3

角田 孝太郎 高1 戸谷 頼悟 高1 金 直輝 高2 川野 陽己 高1 吉田 奎斗 高3 大林 哉斗 高1 塚越 倭 高1 脇坂 青空 高2
竹越 慎悟 高3 秋山 蓮太郎 高1 野口 直央 高3 樺澤 冬磨 高1 日下部 倖慎 高3 山内 直生 高2 近藤 悠斗 高3 小柳 勇貴 高2
渡部 瑞樹 高2 宮下 央嗣 高3 大串 知寛 高2 朝比奈 倫寛 高1 高浪 稜河 高3 笠原 翔 高3 井上 勇真 高1 佐々木 淳成 高2

8:01.60 8:05.03 8:06.20 8:06.59 8:12.96 8:16.99 8:20.54 8:36.09

2:01.37 1泳 1:58.44 1泳 1:58.06 1泳 2:00.57 1泳 1:54.40 1泳 2:04.33 1泳 2:00.07 1泳 2:17.33 1泳

メドレーリレー 高崎 前橋 前橋育英 太田 桐生 明和県央 高崎工業 健大高崎
400m 三浦 玲央 高3 小林 史弥 高2 羽鳥 雄大 高1 小柳 勇貴 高2 佐野 太一 高1 狩野 元綺 高1 太田 一麻 高2 鈴木 航大 高3

齋藤 翼 高2 槌谷 尚起 高2 河原 隼斗 高2 佐々木 淳成 高2 岸和田 司 高2 設楽 太陽 高3 渡辺 琉叶 高2 井上 勇真 高1
金 直輝 高2 竹越 慎悟 高3 川中子 琢巳 高2 脇坂 青空 高2 新井 悠介 高1 石和 匠音 高1 齋藤 太一 高1 塚越 倭 高1
野口 直央 高3 黒古 大樹 高1 荒木 勇太郎 高2 赤坂 朋哉 高3 小濱 壱晟 高1 中村 優友 高3 山口 広翔 高1 近藤 悠斗 高3

3:55.45 3:57.70 4:06.43 4:08.41 4:09.03 4:13.83 4:14.31 4:18.19

57.38 1泳 1:02.73 1泳 1:04.73 1泳 1:03.34 1泳 1:03.61 1泳 1:05.04 1泳 1:01.47 1泳 1:03.67 1泳
(1泳大会新)

総合成績 得点

第 1 位 116

第 2 位 95

第 3 位 80

第 4 位 55

第 5 位 51

第 6 位 47

第 7 位 43

第 8 位 32

群馬県立高崎商業高等学校

群馬県立桐生高等学校

関東学園大学附属高等学校

群馬県立太田高等学校

群馬県立前橋高等学校

前橋育英高等学校

群馬県立高崎高等学校

明和県央高等学校

男子総合

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位


