
個人入賞者（3位以内）
種目 順位 氏名 記録 備考

陸上競技　男子100m 優勝 E3 田中 継馬 11秒09 全国大会出場
優勝 E3 田中 継馬 22秒68 全国大会出場

準優勝 E4 房野　弾 23秒01 全国大会出場
陸上競技　男子400m 優勝 E4 房野　弾 51秒31 全国大会出場

準優勝 D5 古賀 拓海 16秒02 全国大会出場
3位 E3 黒田 圭亮 16秒30 全国大会出場

E3 田中 継馬
J3 岡﨑 友聖
E3 黒田 圭亮
D5 古賀 拓海
J3 岡﨑 友聖
E3 黒田 圭亮
E3 田中 継馬
E4 房野　弾

準優勝 J3 岡﨑 友聖 13m68 全国大会出場
3位 E2 大坪 翼 13m14 全国大会出場

陸上競技　男子砲丸投 優勝 M5 大畑 裕嗣 12m25 全国大会出場
陸上競技　男子円盤投 3位 M5 大畑 裕嗣 29m15 全国大会出場
陸上競技　女子100m 3位 C1(1-3) 部田しづく 13秒90
陸上競技　女子走幅跳 準優勝 C1(1-3) 部田しづく 5m10 全国大会出場

準優勝 D2 石倉 智貴 全国大会出場
3位 D2 渡部 伸介

柔道　男子個人73kg級 準優勝 M5 金築 拓郎 全国大会出場
剣道　男子個人 優勝 M3 大上 隼一 全国大会出場
剣道　女子個人 準優勝 C5 吉迫 真子 全国大会出場
水泳　男子　100m 自由形　 3位 C5 三島 和紀 59秒80 全国大会出場
水泳　男子　200m 自由形 準優勝 C1(1-3) 三代龍之輔 2分09秒34 全国大会出場
水泳　男子　400m 自由形 優勝 D1(1-1) 山本 寛明 4分39秒66 全国大会出場

優勝 D1(1-1) 山本 寛明 9分39秒03 全国大会出場
3位 C5 三島 和紀 10分23秒55 全国大会出場
優勝 C1(1-3) 三代龍之輔 1分02秒81（大会新） 全国大会出場

準優勝 C3 河原　敦 1分04秒77 全国大会出場
優勝 C3 河原　敦 2分22秒08 全国大会出場

準優勝 E3 石飛 拓夢 2分28秒94 全国大会出場
優勝 E5 高田 祐介 1分06秒05（大会新） 全国大会出場
3位 J4 田中 祐生 1分16秒14 全国大会出場

水泳　男子  200m 平泳ぎ 優勝 E5 高田 祐介 2分23秒22 全国大会出場
優勝 C2 泉　翔太 59秒96（大会新） 全国大会出場

準優勝 J1(1-1) 高田 亮介 1分04秒96 全国大会出場
優勝 C2 泉　翔太 2分15秒66（大会新） 全国大会出場

準優勝 J1(1-1) 高田 亮介 2分23秒30 全国大会出場
水泳　男子  200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 準優勝 C5 福田 洋顕 2分15秒97（大会新） 全国大会出場

C5 福田 洋顕
C1(1-3) 三代龍之輔
E5 高田 祐介
C3 河原　敦
C3 河原　敦
E5 高田 祐介
C2 泉　翔太
C5 福田 洋顕

準優勝 C4 今津 杏菜　 1分06秒52 全国大会出場
3位 J3 藤原 麻帆 1分06秒97

水泳　女子  50m 背泳ぎ 優勝 J3 藤原 麻帆 32秒80（大会新） 全国大会出場
優勝 C4 今津 杏菜　 31秒79（大会新） 全国大会出場
3位 C2 福間 ひかり 36秒10

C4 今津 杏菜　
C3 岩﨑 里美
C2 福間 ひかり
J3 藤原 麻帆
M3 原　良介
D3 妹尾 和哉
M4 坂上 拓磨
E4 目次 由祐
J2 野津 双葉
J2 大坂 香織

バドミントン　女子シングルス 3位 J2 野津 双葉
テニス　男子　シングルス　　 3位 J3 金築 良磨
テニス　女子　シングルス　　 3位 J5 枝木 南洋

J5 枝木 南洋
J2 岩﨑 未来

全国大会出場

全国大会出場

水泳　女子  100m 自由形

水泳　女子  50m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ　

3位
バドミントン　男子ダブルス

テニス　女子　ダブルス 3位

3位

バドミントン　女子ダブルス 3位
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全国大会出場

全国大会出場陸上競技　男子4x400mR

陸上競技　男子4x100mR 優勝 43秒99

優勝

陸上競技　男子三段跳

柔道　男子個人60kg級

水泳　男子　800m 自由形

水泳　女子  200m ﾘﾚｰ　

4分05秒67（大会新）

2分09秒70（大会新）

水泳　男子　100m 背泳ぎ

3分29秒97

陸上競技　男子200m

陸上競技　男子110mH

全国大会出場

優勝

優勝

優勝

水泳　男子　200m 背泳ぎ

水泳　男子  100m 平泳ぎ

水泳　男子  100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

水泳　男子  200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

3分48秒88（大会新）

水泳　男子  400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

水泳　男子 400m  ﾘﾚｰ
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