
2019年度　長野県高校総体水泳競技大会

すわっこランド

県記録記     22.83
競技No. : 12 男子   50m 自由形 予選 県高校記     23.39

大会記録     23.48

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 8/4 長  野 瀬口　絢士 飯田 01 高3
ｾｸﾞﾁ ｹﾝｼ ｲｲﾀﾞ    24.32 ( -----)

2 8/3 長  野 渡辺　悠登 佐久長聖 02 高2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ｻｸﾁｮｳｾｲ    24.53 ( -----)

3 8/5 長  野 近江ハリー 地球環境 01 高3
ｵｳﾐ ﾊﾘｰ ekankyo    24.85 ( -----)

4 8/6 長  野 小松　　奨 佐久長聖 02 高2
ｺﾏﾂ ｼｮｳ ｻｸﾁｮｳｾｲ    24.96 ( -----)

5 8/7 長  野 中村　　匠 長野 02 高2
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ ﾅｶﾞﾉ    25.45 ( -----)

6 8/8 長  野 原　　良輔 上伊那農業 03 高1
ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ ｶﾐｲﾅﾉｳ    25.70 ( -----)

7 7/4 長  野 中村　　熙 伊那弥生ヶ丘 03 高1
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ ｲﾅﾔﾖｲ    25.84 ( -----)

8 8/1 長  野 田原　彪摩 上田千曲 01 高3
ﾀﾊﾗ ﾋｭｳﾏ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏ    25.87 ( -----)

9 8/2 長  野 横山　泰良 須坂 01 高3
ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾗ ｽｻﾞｶ    25.90 ( -----)

10 7/5 長  野 荒井　大寿 須坂東 03 高2
ｱﾗｲ ﾀﾞｲｼﾞｭ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ    26.20 ( -----)

11 7/3 長  野 内山　泰智 岡谷南 03 高2
ｳﾁﾔﾏ ﾀｲﾁ ｵｶﾔﾐﾅﾐ    26.45 ( -----)

12 7/6 長  野 座光寺信幸 飯田 01 高3
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ ｲｲﾀﾞ    26.50 ( -----)

13 6/4 長  野 上沼　知聖 飯田風越 03 高1
ｶﾐﾇﾏ ﾁｻﾄ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ    26.86 ( -----)

14 6/3 長  野 井出　聖優 松本国際 02 高2
ｲﾃﾞ ｱｷﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ    27.02 ( -----)

15 7/1 長  野 菱沼　　翼 東海大諏訪 01 高3
ﾋｼﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ ﾄｳｶｲｽﾜ    27.11 ( -----)
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50m

16 6/7 長  野 丸山　陽生 上田染谷丘 02 高2
ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｾｲ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔ    27.16 ( -----)

17 7/7 長  野 柳澤　楓太 松本蟻ヶ崎 02 高2
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳﾀ ｱﾘｶﾞｻｷ    27.35 ( -----)

18 7/2 長  野 内山　竜希 長野西 03 高2
ｳﾁﾔﾏ ﾘｭｳｷ ﾅｶﾞﾉﾆｼ    27.36 ( -----)

19 6/2 長  野 須藤　優太 佐久長聖 03 高1
ｽﾄﾞｳ ﾕｳﾀ ｻｸﾁｮｳｾｲ    27.44 ( -----)

20 7/8 長  野 栁澤　一輝 小諸商業 04 高1
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｲｯｷ ｺｼｮｳ    27.46 ( -----)

21 6/6 長  野 白鳥　冬弥 上伊那農業 04 高1
ｼﾛﾄﾘ ﾄｳﾔ ｶﾐｲﾅﾉｳ    27.59 ( -----)

22 6/5 長  野 佐藤公太郎 長野工業 01 高3
ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ ﾁｮｳｺｳ    27.63 ( -----)

23 5/6 長  野 堀口　元希 長野日大高 02 高2
ﾎﾘｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞ    27.79 ( -----)

24 5/7 長  野 櫻井　尚雅 松本工業 01 高3
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾏｻ ﾏﾂｺｳ    27.94 ( -----)

25 5/4 長  野 甘利　海斗 佐久平総合 01 高3
ｱﾏﾘ ｶｲﾄ ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳ    27.99 ( -----)

26 4/4 長  野 鬼頭　拓生 美須々ヶ丘 03 高1
ｷﾄｳ ﾀｸﾐ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞ    28.27 ( -----)

27 3/4 長  野 森山　楓也 野沢南 02 高2
ﾓﾘﾔﾏ ﾌｳﾔ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ    28.30 ( -----)

28 5/2 長  野 南澤　拓実 長野西中条 15 高1
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾀｸﾐ ﾅｶｼﾞｮｳ    28.33 ( -----)

29 5/8 長  野 榊原　拓翠 屋代 02 高2
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ﾔｼﾛ    28.34 ( -----)

30 5/3 長  野 荻原　　光 長野東 03 高1
ｵｷﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ    28.36 ( -----)
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31 3/5 長  野 河西　陽哉 東海大諏訪 02 高2
ｶｻｲ ﾊﾙﾔ ﾄｳｶｲｽﾜ    28.39 ( -----)

32 5/5 長  野 小池　豪太 都市大塩尻 03 高2
ｺｲｹ ｺﾞｳﾀ ﾄｼﾀﾞｲ    28.40 ( -----)

33 6/1 長  野 原　　幸輝 赤穂 02 高2
ﾊﾗ ｺｳｷ ｱｶﾎ    28.41 ( -----)

34 3/7 長  野 田中　凌平 松商学園 03 高1
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ ﾏﾂｼｮｳ    28.42 ( -----)

35 2/6 長  野 遠藤　優輝 岡谷南 02 高2
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ ｵｶﾔﾐﾅﾐ    28.45 ( -----)

36 2/5 長  野 萩原　道斗 松本工業 02 高2
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁﾄ ﾏﾂｺｳ    28.47 ( -----)

37 4/1 長  野 小島　侑也 松本深志 01 高3
ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ    28.50 ( -----)

38 4/2 長  野 小飼　克拓 諏訪清陵 03 高1
ｺｶﾞｲ ｶﾂﾋﾛ ｽﾜｾｲﾘｮｳ    28.54 ( -----)

39 3/6 長  野 林　鷹次朗 美須々ヶ丘 03 高2
ﾊﾔｼ ﾖｳｼﾞﾛｳ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞ    28.68 ( -----)

40 3/3 長  野 平岩　朋也 長野日大高 01 高3
ﾋﾗｲﾜ ﾄﾓﾔ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞ    28.69 ( -----)

41 5/1 長  野 池田　琉斗 長野西 02 高2
ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳﾄ ﾅｶﾞﾉﾆｼ    28.71 ( -----)

42 2/3 長  野 田中　優作 美須々ヶ丘 02 高3
ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞ    28.86 ( -----)

42 3/2 長  野 高橋　勇貴 長野 01 高3
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ﾅｶﾞﾉ    28.86 ( -----)

44 2/4 長  野 臼田　悠朔 佐久平総合 03 高1
ｳｽﾀﾞ ﾕｳｻｸ ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳ    28.87 ( -----)

45 4/6 長  野 青木　竜成 長野高専 02 高2
ｱｵｷ ﾘｭｳｾｲ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ    28.88 ( -----)
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46 1/1 長  野 伊藤　圭介 諏訪清陵 02 高2
ｲﾄｳ ｹｲｽｹ ｽﾜｾｲﾘｮｳ    28.91 ( -----)

46 4/8 長  野 布山　城治 松本秀峰 02 高2
ﾌﾔﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ ｼｭｳﾎｳ    28.91 ( -----)

48 4/5 長  野 小沼　直輝 長野 02 高3
ｵﾇﾏ ﾅｵｷ ﾅｶﾞﾉ    28.93 ( -----)

49 1/6 長  野 樋口　侑汰 長野東 03 高1
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾀ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ    29.00 ( -----)

50 1/4 長  野 小林駿太朗 屋代 02 高2
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾔｼﾛ    29.02 ( -----)

51 4/7 長  野 畔蒜　雄大 東海大諏訪 03 高2
ｱﾋﾞﾙ ﾕｳﾀﾞｲ ﾄｳｶｲｽﾜ    29.10 ( -----)

52 1/8 長  野 相澤　亮弐 松本工業 01 高3
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ ﾏﾂｺｳ    29.14 ( -----)

53 3/8 長  野 徳武　直輝 須坂 03 高1
ﾄｸﾀｹ ﾅｵｷ ｽｻﾞｶ    29.22 ( -----)

54 2/1 長  野 中嶋　　駿 野沢北 01 高3
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝ ﾉｻﾞﾜｷﾀ    29.24 ( -----)

55 1/5 長  野 中森　蒼空 須坂東 02 高3
ﾅｶﾓﾘ ｿﾗ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ    29.34 ( -----)

55 2/2 長  野 守屋　颯太 長野高専 01 高3
ﾓﾘﾔ ｿｳﾀ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ    29.34 ( -----)

57 1/3 長  野 唐澤　侑斗 須坂 02 高2
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ ｽｻﾞｶ    29.37 ( -----)

58 2/7 長  野 福澤　陽成 伊那弥生ヶ丘 03 高1
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳｾｲ ｲﾅﾔﾖｲ    29.38 ( -----)

59 3/1 長  野 白石　理人 岩村田 02 高3
ｼﾗｲｼ ﾘﾋﾄ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ    29.39 ( -----)

60 1/7 長  野 村松　悠太 長野高専 02 高3
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾀ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ    29.62 ( -----)
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50m

61 1/2 長  野 石田　　要 屋代 01 高3
ｲｼﾀﾞ ｶﾅﾒ ﾔｼﾛ    29.78 ( -----)

62 2/8 長  野 荒井　竣介 長野工業 02 高2
ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ ﾁｮｳｺｳ    30.17 ( -----)

4/3 長  野 鈴木　　嶺 松本深志 02 高2
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ 棄権

6/8 長  野 矢澤　陽平 松本蟻ヶ崎 01 高3
ﾔｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ ｱﾘｶﾞｻｷ 棄権
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