
期日
場所

   
自由形 清水　　怜 中2 青木孝司郎 中3 栗本　竜希 中3 安藤　響平 中2 増井　孝文 中3 曽野　鉄心 中2
50m 境川 三輪 加納 岐阜中央 青山 境川
タイム決勝 25.90 26.00 26.93 27.02 28.43 28.59
自由形 青木孝司郎 中3 清水　　怜 中2 安藤　響平 中2 松原　正典 中2 曽野　鉄心 中2 増井　孝文 中3
100m 三輪 境川 岐阜中央 岐大附属 境川 青山
タイム決勝 56.34 56.44 58.63 1:00.75 1:01.99 1:04.86
自由形 荒深　　蓮 中3 小池　琢己 中3 後藤　恭平 中2 今井　章太 中3 伊藤　大貴 中1 羽賀　達哉 中1
200m 岩野田 岩野田 陽南 梅林 岐大附属 青山
タイム決勝 2:14.29 2:16.29 2:16.84 2:17.23 2:27.68 2:30.86
自由形 荒深　　蓮 中3 今井　章太 中3 羽賀　達哉 中1 舩江　貴大 中2 長尾　羽留 中1 篠田　　透 中3
400m 岩野田 梅林 青山 精華 東長良 精華
タイム決勝 4:43.35 4:57.80 5:21.50 5:36.57 5:36.87 7:26.12
背泳ぎ 吉田　早羽 中2 山腰　陸人 中2 中村　瑞希 中2 後藤　恭平 中2 桑原　大河 中1 川上宗一郎 中3
50m 青山 梅林 精華 陽南 境川 岐北
タイム決勝 29.31 31.34 32.33 36.06 39.09 40.04

(大会新)
背泳ぎ 吉田　早羽 中2 山腰　陸人 中2 本田　康成 中2 小川　翔平 中2 岡田　惇輝 中1 花村　颯汰 中1
100m 青山 梅林 岐阜西 精華 藍川 岐阜聖徳
タイム決勝 1:05.39 1:05.46 1:10.76 1:15.03 1:17.84 1:18.50
背泳ぎ 中村　瑞希 中2 本田　康成 中2
200m 精華 岐阜西
タイム決勝 2:28.34 2:32.86
平泳ぎ 寺嶋　凌平 中3 下野　元暉 中2 堀　　裕太 中1 野坂　有輝 中2 村瀬　駿介 中3 根本　翔太 中3
50m 精華 岐阜西 厚見 岩野田 東長良 岐大附属
タイム決勝 34.25 34.50 37.79 38.51 38.67 38.91
平泳ぎ 中村　駿介 中2 荒井　隆亮 中3 堀　　裕太 中1 根本　翔太 中3 野坂　有輝 中2 森　　甚晟 中2
100m 境川 陽南 厚見 岐大附属 岩野田 岐大附属
タイム決勝 1:09.59 1:17.26 1:22.57 1:23.82 1:24.60 1:28.41
平泳ぎ 中村　駿介 中2 下野　元暉 中2 荒井　隆亮 中3 松波　亮真 中1 成田　　賢 中2 早川　和真 中3
200m 境川 岐阜西 陽南 陽南 精華 精華
タイム決勝 2:36.27 2:41.66 2:47.60 2:50.17 3:46.65 3:46.85
バタフライ 田中　大翔 中3 早野　友祐 中2 松原　正典 中2 シェン透凱 中3 新井　瑛士 中1 小森　　絢 中2
50m 陽南 長森 岐大附属 岐北 岐阜東 岐阜西
タイム決勝 27.49 29.03 30.19 30.64 30.77 30.89
バタフライ 田中　大翔 中3 髙島　　竣 中3 栗本　竜希 中3 早野　友祐 中2 伏屋　　卓 中1 小森　　絢 中2
100m 陽南 岐大附属 加納 長森 岐大附属 岐阜西
タイム決勝 59.10 1:00.33 1:01.19 1:05.76 1:08.36 1:09.81

(大会新) (大会新) (大会新)
個人メドレー 髙島　　竣 中3 伏屋　　卓 中1 寺嶋　凌平 中3 松波真之介 中3 岡田　惇輝 中1 井上　結翔 中3
200m 岐大附属 岐大附属 精華 陽南 藍川 岩野田
タイム決勝 2:17.89 2:26.64 2:37.88 2:41.95 2:42.49 3:01.92

(大会新)
フリーリレー 岐大附属A 精華A 陽南 青山A 岩野田A 東長良
200m 堀　　敏充 中3 中村　瑞希 中2 松波真之介 中3 吉田　早羽 中2 小池　琢己 中3 佐藤　海成 中3
タイム決勝 松原　正典 中2 小川　翔平 中2 荒井　隆亮 中3 増井　孝文 中3 井上　結翔 中3 村瀬　駿介 中3

髙島　　竣 中3 寺嶋　凌平 中3 田中　大翔 中3 羽賀　達哉 中1 荒深　　蓮 中3 串田　一歩 中1
伏屋　　卓 中1 舩江　貴大 中2 後藤　恭平 中2 島田　悠生 中3 大熊　聖和 中3 長尾　羽留 中1

1:51.52 Fin. 1:52.87 Fin. 1:56.83 Fin. 1:57.93 Fin. 2:02.18 Fin. 2:05.60 Fin.
29.46 1st. 27.56 1st. 31.67 1st. 26.49 1st. 30.51 1st. 31.10 1st.

メドレーリレー 岐大附属A 中 精華A 中 陽南 中 岐阜西 中 青山A 中 岩野田A 中
200m 髙島　　竣 中3 小川　翔平 中2 松波真之介 中3 本田　康成 中2 吉田　早羽 中2 小池　琢己 中3
タイム決勝 伏屋　　卓 中1 寺嶋　凌平 中3 荒井　隆亮 中3 下野　元暉 中2 羽賀　達哉 中1 野坂　有輝 中2

松原　正典 中2 中村　瑞希 中2 田中　大翔 中3 小森　　絢 中2 島田　悠生 中3 大熊　聖和 中3
堀　　敏充 中3 舩江　貴大 中2 後藤　恭平 中2 横山　　允 中1 増井　孝文 中3 荒深　　蓮 中3

2:03.67 Fin. 2:06.12 Fin. 2:10.92 Fin. 2:14.22 Fin. 2:17.21 Fin. 2:20.24 Fin.
31.59 1st. 32.39 1st. 39.94 1st. 33.40 1st. 29.54 1st. 35.37 1st.

(大会新) 1st.
＜男子総合＞
   
学校名（得点） 岐大附属 61 精華 52 陽南 52 青山 32 岩野田 31 境川 31

平成２８年度　岐阜市中学校総合体育大会　水泳競技大会　結果（男子）
平成２８年７月２５日（月）
ＧＭＣ長良川スイミングプラザ
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