
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   2:02.80
競技No. : 14 男子  200m 個人メドレー 予選 県高校記   2:07.08

大会記録   2:09.99

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

100m

1 5/4 長  野 吉澤　翔太 長野工業 03 高1
ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾅﾀ ﾁｮｳｺｳ  2:17.26 ( -----)

1:04.63

2 5/3 長  野 中村　天優 屋代 01 高3
ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾏｻ ﾔｼﾛ  2:17.34 ( -----)

1:05.03

3 5/5 長  野 稲垣　陽大 OIDE長姫 03 高1
ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙﾄ ｲｲﾀﾞｵｰｵｻ  2:17.79 ( -----)

1:04.88

4 5/6 長  野 西島　　瞬 長野吉田 01 高3
ﾆｼｼﾞﾏ ｼｭﾝ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ  2:19.13 ( -----)

1:04.60

5 3/4 長  野 小林麟之介 篠ノ井 01 高3
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾉｽｹ ｼﾉﾉｲ  2:19.28 ( -----)

1:05.21

6 5/2 長  野 柴田　直哉 美須々ヶ丘 01 高3
ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾔ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞ  2:19.63 ( -----)

1:05.22

7 5/1 長  野 矢島　壮晟 長野日大高 03 高1
ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞ  2:20.73 ( -----)

1:07.08

8 5/7 長  野 森　　健太 篠ノ井 03 高1
ﾓﾘ ｹﾝﾀ ｼﾉﾉｲ  2:22.04 ( -----)

1:06.71

9 4/3 長  野 倉科　裕太 大町岳陽 03 高2
ｸﾗｼﾅ ﾕｳﾀ ｶﾞｸﾖｳ  2:23.57 ( -----)

1:06.42

10 4/5 長  野 松沢　　響 佐久長聖 03 高1
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ ｻｸﾁｮｳｾｲ  2:24.56 ( -----)

1:07.60

11 4/2 長  野 下村　勇人 赤穂 02 高3
ｼﾓﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｱｶﾎ  2:25.77 ( -----)

1:07.75

12 4/4 長  野 岩本　涼助 中野西 03 高1
ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶﾉﾆｼ  2:26.11 ( -----)

1:09.04

13 4/6 長  野 若狭　来夢 長野南 04 高1
ﾜｶｻ ﾗｲﾑ ﾅｶﾞﾉﾐﾅﾐ  2:28.19 ( -----)

1:09.03

14 4/1 長  野 阿曽沼祐人 野沢北 02 高2
ｱｿﾇﾏ ﾕｳﾄ ﾉｻﾞﾜｷﾀ  2:28.74 ( -----)

1:10.33

15 3/3 長  野 金子　陽向 諏訪二葉 04 高1
ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ  2:29.12 ( -----)

1:09.74

2019/06/29 12:28:49 Page 1SEIKO Swimming Results System

種目別競技結果



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   2:02.80
競技No. : 14 男子  200m 個人メドレー 予選 県高校記   2:07.08

大会記録   2:09.99

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

100m

16 4/7 長  野 横川　　聖 長野工業 02 高2
ﾖｺｶﾜ ﾋｼﾞﾘ ﾁｮｳｺｳ  2:29.16 ( -----)

1:07.98

17 3/5 長  野 山浦　太瑛 上田西 02 高2
ﾔﾏｳﾗ ﾀｲｴｲ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ  2:30.90 ( -----)

1:08.90

18 3/7 長  野 越山　大輝 大町岳陽 02 高2
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙｷ ｶﾞｸﾖｳ  2:31.41 ( -----)

1:14.61

19 3/2 長  野 丸山ジョセフ 上田千曲 03 高2
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｮｾﾌ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏ  2:32.65 ( -----)

1:12.02

20 3/6 長  野 中塚　光希 長野工業 02 高2
ﾅｶﾂｶ ﾐﾂｷ ﾁｮｳｺｳ  2:35.63 ( -----)

1:10.48

21 3/1 長  野 鎮西　純平 OIDE長姫 03 高1
ﾁﾝｻﾞｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｲｲﾀﾞｵｰｵｻ  2:36.80 ( -----)

1:13.71

22 2/6 長  野 徳武　直輝 須坂 03 高1
ﾄｸﾀｹ ﾅｵｷ ｽｻﾞｶ  2:37.23 ( -----)

1:18.87

23 2/3 長  野 小平　陸翔 岡谷工業 01 高3
ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｸﾄ ｵｶﾔｺｳ  2:39.71 ( -----)

1:13.47

24 2/5 長  野 西沢　武留 長野高専 03 高1
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾙ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ  2:40.14 ( -----)

1:14.93

25 2/4 長  野 原　　翔哉 OIDE長姫 04 高1
ﾊﾗ ｼｮｳﾔ ｲｲﾀﾞｵｰｵｻ  2:40.19 ( -----)

1:13.82

26 2/7 長  野 北原　　翔 松本工業 02 高3
ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳ ﾏﾂｺｳ  2:44.70 ( -----)

1:12.86

27 2/1 長  野 中村　　耀 上田千曲 01 高3
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏ  2:46.59 ( -----)

1:20.18

28 2/2 長  野 原田　稀汐 上田千曲 04 高1
ﾊﾗﾀﾞ ｷｾｷ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏ  2:46.68 ( -----)

1:19.84

29 1/3 長  野 畑山　泰輝 長野高専 01 高3
ﾊﾀﾔﾏ ﾀｲｷ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ  2:50.66 ( -----)

1:18.18

30 1/4 長  野 横山　　駿 野沢北 02 高2
ﾖｺﾔﾏ ｼｭﾝ ﾉｻﾞﾜｷﾀ  2:52.61 ( -----)

1:17.94
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31 1/2 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  2:54.87 ( -----)

1:18.87

32 1/7 長  野 窪田　斗惟 上田 04 高1
ｸﾎﾞﾀ ﾄｳｲ ｳｴﾀﾞ  2:56.47 ( -----)

1:23.31

33 1/6 長  野 小口　幸輝 岡谷工業 02 高3
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ ｵｶﾔｺｳ  2:57.33 ( -----)

1:19.93

34 1/1 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  3:01.54 ( -----)

1:24.33

35 1/5 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  3:03.79 ( -----)

1:25.96
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