
参 加 ク ラ ブ ・ 選 手 ・保 護 者 の 皆 様 へ の お 願 い 
 

 

① ゴミは、各自で持ち帰るようにお願いします。（使用した場所の清掃もお願いします） 

 

② 選手けが防止のため、カン・ビン類の館内持ち込みを禁止します。 

 

③ プールサイドは土足禁止です。 ※厳守する事 （上履きを持参してください）  

※プールサイド入場者は、靴を袋に入れて待機場所へ持って行ってください（下駄箱は使用禁止） 

 

④ 競技会に関係のない場所への立ち入りを禁止します。  

 

⑤ 喫煙は所定の場所で、お願いします。（屋外の駐車場） 

 

⑥ 保護者の競技観戦は、プール内のスタンドでお願いします。（プール内案内図参照） 

※多くの方が、観戦できるように敷物は禁止致します。 

 

⑦ ビデオ・写真撮影等は、すべて許可制とします。撮影許可証は必ず見える所につけて、帰る際に受付に 

返却してください。  

 

⑧ 競技会での忘れ物が毎回多数ありますので注意してください。（クラブ名・氏名のないものが多い） 

※忘れ物の問い合わせは、各クラブからジュニア委員会まで連絡してください。会場にはありません。 

 

⑨ 学校の敷地内（駐車場）には、駐車できません。 

 

※車で応援に来られる方は、学校より徒歩 10 分の花崎水上公園駐車場を利用してください。 

※学校周辺の他の施設、商店、空き地、路上駐車等はしないでください。 

※路上駐車等で、苦情があった場合は、競技を中断致します。 

※電車を利用される方は、東武伊勢崎線・花崎駅より徒歩１５分です。 

 

※一部のマナーの悪い方の路上駐車等で、毎回、苦情の連絡があり迷惑を掛けておりますので、 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

 

⑩  大会当日、プール横の通路で軽食販売を行います（10：00～16:30 予定） 

 食堂の利用はできません 

  

 

⑪ 学校の施設をお借りしておりますので、破損等のないように利用してください。 

 

 

埼 玉 県 水 泳 連 盟 ジ ュ ニ ア 委 員 会 
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《小学生》
区分

50m 自　由　形 江森　大将 イトマン上尾 33.79 柴田　菜摘 KONAMI北浦和 33.61
小 100m 自　由　形 秋山　翔吾 イトマン深谷 1:15.25 奥隅 栄里子 大井S S 1:15.77
２ 50m 背　泳　ぎ 鎌田　諒吾 KONAMI北浦和 38.31 小牧　彩音 戸田市ＳＰＣ 38.51
以 50m 平　泳　ぎ 小川　翔真 コナミ北浦和 41.74 柴田　結衣 KONAMI北浦和 44.17
下 50m バタフライ 内田 竜太郎 川口インター 35.13 柴田　菜摘 KONAMI北浦和 35.95

200m 個人メドレー 小川　翔慎 コナミ北浦和 2.46.98 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:50.20
50m 自　由　形 鎌田　純吾 KONAMI北浦和 31.45 内田　茉那 ｽｳｨﾝ大宮西 30.52

小 100m 自　由　形 秋山　翔吾 イトマン深谷 1:09.80 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 1:06.35
50m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 KONAMI北浦和 34.50 酒井  夏海 アテナＡＭＣ 35.49
50m 平　泳　ぎ 小宮　希仁 東川口ＳＣ 37.85 宮坂  倖乃 KONAMI北浦和 38.88

３ 50m バタフライ 石橋  怜悟 KONAMI北浦和 32.89 小牧　彩音 ユアー蕨 33.04
200m 個人メドレー 奥山  丈太郎 KONAMI北浦和 2:40.80 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:39.74
50m 自　由　形 奥山　丈太郎 KONAMI北浦和 29.34 柴田　結衣 コナミ北浦和 29.78
100m 自　由　形 奥山　丈太郎 KONAMI北浦和 1：03.23 青木 香寿子 イトマン埼玉 1:05.23
200m 自　由　形 佐藤　脩斗 東川口ＳＣ 2:19.02 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:13.64

小 50m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 KONAMI北浦和 32.43 酒井　夏海 アテナＡＭＣ 31.84
100m 背　泳　ぎ 関矢　雄太 ベストＳＳ 1:10.50 笹川 菜々美 ユアー蕨 1:12.42
50m 平　泳　ぎ 小宮　希仁 東川口ＳＣ 36.48 董  　安琪 ユアー蕨 36.30
100m 平　泳　ぎ 林　　太陽 スウィン東光 1:19.30 高瀬  綾香 後楽園ひばり 1:23.75
50m バタフライ 小川  　翼 ベストＳＳ 31.94 大森  愛子 ユアー蕨 31.45

４ 100m バタフライ 瀬戸  大也 ＪＳＳ毛呂山 1:10.12 大森  愛子 ユアー蕨 1:09.61
200m 個人メドレー 竹内　太洋 プレオン北越谷 2:32.52 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:31.67
200m M・リレー 2:15.67 2:17.90
200m F・リレー 2:04.89 2:05.97
50m 自　由　形 多田　　樹 ＪＳＳ所沢 28.56 笹澤　　桃 KONAMI北浦和 29.21
100m 自　由　形 熊澤　将大 スウィン東松山 1:00.12 大久保 侑央 スウィン東光 1:02.56

小 200m 自　由　形 萩原  康平 ＰＩＸＹSC 2:11.00 大久保 侑央 スウィン東光 2:10.68
50m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 KONAMI北浦和 30.01 富井  千陽 サンライン 32.12
100m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 KONAMI北浦和 1:05.67 井上　結葉 ﾋｭｰﾏﾝみさと 1:08.24
50m 平　泳　ぎ 鈴木　悠生 おざわSS 35.50 宮坂  倖乃 KONAMI北浦和 34.11
100m 平　泳　ぎ 大木  涼平 イトマン埼玉 1:15.00 董  　安琪 ユアー蕨 1:12.12

５ 50m バタフライ 石橋  怜悟 KONAMI北浦和 29.39 大森  愛子 ユアー蕨 30.52
100m バタフライ 石橋  怜悟 KONAMI北浦和 1:03.49 大森  愛子 ユアー蕨 1:06.13
200m 個人メドレー 石井　健聖 スウィン坂戸 2:27.39 酒井 夏海 アテナＡＭＣ 2:25.01
50m 自　由　形 多田　　樹 JSS所沢 26.65 鈴木  花菜 河合ＳＳ 27.95
100m 自　由　形 熊澤　将大 スウィン東松山 56.13 大久保 侑央 スウィン東光 58.85
200m 自　由　形 熊澤　将大 スウィン東松山 2:01.65 酒井　夏海 アテナＡＭＣ 2:05.57

小 50m 背　泳　ぎ 松井  元輝 ユアー蕨 29.83 平井  雅菜 イトマン大教 30.94
100m 背　泳　ぎ 関矢　雄太 ベストＳＳ 1:02.01 濱崎 奈津香 スウィン東松山 1:07.30
50m 平　泳　ぎ 小澤　幹 東坂戸SS 32.73 関口  美咲 ベストS S 33.90
100m 平　泳　ぎ 山崎　楓太 戸田市ＳＰＣ 1:11.89 関口  美咲 ベストS S 1:11.65
50m バタフライ 菊池　勢太 トコーＳＣ 27.51 大森  愛子 ユアー蕨 30.11

６ 100m バタフライ 稲荷山  陸 スウィン日高 1:02.68 金井  　遥 狭山ヶ丘学園 1:05.24
200m 個人メドレー 石橋　怜悟 KONAMI北浦和 2:17.24 酒井　夏海 アテナＡＭＣ 2:19.17
200m M・リレー 2:04.58 2:08.00
200m F・リレー 1:52.51 1:55.56

埼玉県ＳＣ室内ＡＧ水泳競技大会　大会記録
2016/12/11現在

種　　目 男　　　　子 女　　　　子

東川口SC イトマン大教
イトマン埼玉 イトマン大教

KONAMI北浦和 イトマン大教
スウィン東光 SW大教大宮東



《中高生》
区分

50m 自　由　形 石橋  怜悟 KONAMI北浦和 25.02 山口　侑希 うらわSC 27.28
100m 自　由　形 鈴木　優太 ひらはらSC 54.65 大久保 侑央 スウィン東光 58.04
200m 自　由　形 岩城　優太 春日部中央 1.56.78 柴田　夏海 コナミ北浦和 2:02.63
400m 自　由　形 石橋  怜悟 KONAMI北浦和 4:02.87 大久保 侑央 スウィン東光 4:19.35
*50ｍ 背　泳　ぎ 滝沢　　健 春日部中央 28.48 長谷川 実香 JSS所沢 31.63

中 100m 背　泳　ぎ 川端　宏昌 アテナＡＭＣ 58.41 堀江  優希 ユアー蕨 1:04.16
１ 200m 背　泳　ぎ 内藤　良太 所沢YMCA 2:06.45 田中  紗織 ＪＳＳ所沢 2:18.02

*50ｍ 平　泳　ぎ 武井　　陸 早稲田SS 32.54 守 　萌々子 野間AC 34.61
・ 100m 平　泳　ぎ 林　太陽 スウィン東光 1:05.05 関口  美咲 ベスト上尾 1:10.00

200m 平　泳　ぎ 林　太陽 スウィン東光 2:16.46 関口  美咲 ベスト上尾 2:30.44
中 *50ｍ バタフライ 黒田　武蔵 プレオン北越谷 28.31 千葉 美捺穂 東松山SS 29.42
２ 100m バタフライ 山田  拓実 ﾙﾈｻﾝｽ浦和 57.53 柴田　夏海 コナミ北浦和 1:02.03

200m バタフライ 瀬戸  大也 ＪＳＳ毛呂山 2:04.38 林 ヒョンジュ ユアー蕨 2:17.28
200m 個人メドレー 瀬戸  大也 ＪＳＳ毛呂山 2:05.24 柴田　夏海 コナミ北浦和 2:21.08
400m 個人メドレー 関矢　雄太 ベスト上尾 4:34.82 志賀　美月 コナミ北浦和 4:52.95
400m M・リレー 4:06.32 4:21.22
400m F・リレー 3:44.61 3:58.29
50m 自　由　形 堀尾多　輝人 ﾙﾈｻﾝｽ蕨 24.38 山口　侑希 うらわSC 27.01
100m 自　由　形 石橋　怜悟 コナミ北浦和 52.33 後藤  沙貴 スウィン東光 58.28
200m 自　由　形 浦　瑠一朗 ＪＳＳ毛呂山 1:51.44 小川  真侑 コナミ北浦和 2:05.14
400m 自　由　形 河原　啓 アテナＡＭＣ 3:55.52 小川　真侑 コナミ北浦和 4:18.68
*50ｍ 背　泳　ぎ 内藤　良太 所沢YMCA 27.18 関根　美結 ひらはらSC 30.77

中 100m 背　泳　ぎ 丸山　優稀 コナミ北浦和 57.35 嵯峨　皐 ひらはらSC 1:03.30
３ 200m 背　泳　ぎ 浦　瑠一朗 ＪＳＳ毛呂山 2:00.03 梶野　美優 サンライン 2:15.41

*50ｍ 平　泳　ぎ 松村　優樹 ユアー蕨 28.71 関口  美咲 ベスト上尾 32.43
・ 100m 平　泳　ぎ 瀬戸  大也 ＪＳＳ毛呂山 1:01.08 関口  美咲 ベスト上尾 1:09.74

200m 平　泳　ぎ 足立　翔 コナミ北浦和 2:19.71 宮坂　倖乃 コナミ北浦和 2.23.81
高 *50ｍ バタフライ 白鳥　智貴 ひらはらＳＣ 29.89 丹羽　麻友 RIDGEND 29.49
１ 100m バタフライ 菊池　勢太 トコーＳＣ 56.12 乙部　　舞 ユアー蕨 1:02.52

200m バタフライ 瀬戸  大也 ＪＳＳ毛呂山 1:56.03 柴田　夏海 コナミ北浦和 2:11.77
200m 個人メドレー 浦　瑠一朗 ＪＳＳ毛呂山 2:02.27 秋山  遥奈 ユアー蕨 2:19.09
400m 個人メドレー 本庄　智貴 ＪＳＳ毛呂山 4:18.01 宮坂　倖乃 コナミ北浦和 4.42.90
400m M・リレー
400m F・リレー 3:56.70
50m 自　由　形 石川　貴士 スウィン深谷 23.87 谷頭　聖 スウィン東光 26.37
100m 自　由　形 丸山　康之 東所沢ＳＣ 51.63 谷頭　聖 スウィン東光 56.07
200m 自　由　形 阿久津 直希 埼玉栄 1:52.83 谷頭　聖 スウィン東光 2.01.56
400m 自　由　形 水村　元 埼玉栄 3:56.08 大久保 侑央 スウィン東光 4:18.91
*50ｍ 背　泳　ぎ 須貝　和彦 セントラル川越 27.15

高 100m 背　泳　ぎ 川端　宏昌 アテナＡＭＣ 54.76 梶野　美優 埼玉栄 1:03.09
２ 200m 背　泳　ぎ 川端　宏昌 アテナＡＭＣ 1:57.94 梶野　美優 埼玉栄 2:14.32

*50ｍ 平　泳　ぎ 中矢 茉奈美 ULS・SS 36.41
・ 100m 平　泳　ぎ 松村　優樹 埼玉栄 1:01.77 関口　美咲 ベスト上尾 1:09.25

200m 平　泳　ぎ 山本　拓歩 埼玉栄 2:12.41 関口　美咲 ベスト上尾 2:27.63
高 *50ｍ バタフライ 浦　瑠一朗 埼玉栄 24.97 河野 智佳子 戸田市ＳＰＣ 33.23
３ 100m バタフライ 関口  泰昭 イトマン埼玉 55.05 秋山  遥奈 ユアー蕨 1:02.06

200m バタフライ 関口  泰昭 イトマン埼玉 1:59.47 柴田　夏海 コナミ北浦和 2.15.29
200m 個人メドレー 陸田　立起 セントラル岩槻 2.03.93 秋山  遥奈 ユアー蕨 2:17.67
400m 個人メドレー 中西　秀一朗 アテナＡＭＣ 4:24.42 小川  美和 市立川口 4:50.11
400m M・リレー 3:47.08 4:15.09
400m F・リレー 3:30.00 3:56.56

*マークは第37回大会まで実施

埼玉県ＳＣ室内ＡＧ水泳競技大会　大会記録

種　　目 男　　　　子 女　　　　子

KONAMI北浦和 ユアー蕨

アテナＡＭＣ ユアー蕨
ＪＳＳ毛呂山 スウィン東光

ＪＳＳ毛呂山 コナミ北浦和

KONAMI北浦和



本⼤会では、速報掲⽰板への掲⽰とともに、WEB上へ速報をアップします。

PDFファイルを閲覧できるスマホ、タブレット等からアクセスが可能です。

最新のデータを⾒るには、「最新の状態を表⽰」で再読込みをしてください。

QRコード

※遅延または途中での終了もあり得ますので、ご了承ください。
※記録訂正等があった場合、再掲載は⾏いません。
※操作⽅法に関するご質問にはお答えできませんのでご了承ください。
※ご利⽤の際の通信料は利⽤者のご負担となります。

※会場によって実施しない場合がありますのでご了承ください。
※委員会主管競技会や他ブロックでは、アドレスが異なりますのでご注意ください。

（⼀社）埼⽟県⽔泳連盟ジュニア委員会

競技結果　WEB速報公開のご案内

ページが表⽰されたらプログラム番号に該当する番号をクリックしてご覧ください

URL︓http://result.saitama-jr.org/jr.php




