
50m自由形

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 木村　匠吾 23.72 夏季JO(決勝) 辰巳国際 2011

2 佐藤大生 23.74 第85回日本高等学校選手権水泳競技大会　[ B-決勝 ] 宮城･ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ宮城G21ﾌﾟｰﾙ 2017

3 塩川　拓 23.82 県大会(決勝) 相模原グリーン 2012

4 本多　正尭 23.86 ジュニア選手権 横浜国際 2009

5 伊藤　彰汰 23.88 夏季JO(決勝) 辰巳国際 2012

6 成田虎太郎 23.90 東京:KONAMI OPEN 2017　[ 決勝競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2017

7 石田虎流 23.97 第10回ｱｼﾞｱAG選手権　[ 決勝競技 ] ｲﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰﾙ 2019

8 小林　大介 24.04 市民大会 横浜国際 2015

9 平田航太 24.17 第37回全国JOC夏季　[ 予選競技 ] 東京･東京辰巳国際水泳場 2014

10 高橋海輝 24.21 神奈川:第63回相模原市記録会?@　[ タイム決勝 ] 相模原市立総合水泳場 2017

100m自由形

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 木村　匠吾 51.19 国体(決勝) 山口きらら博記念プール 2011

2 石田虎流 51.49 第41回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季　[ 決勝競技 ] 東京･東京辰巳国際水泳場 2018

3 成田虎太郎 51.63 第39回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会　[ 決勝競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2016

4 山浦一真 52.07 神奈川:第2回川県高等学校新人　[ 決勝競技 ] 相模原市立総合水泳場 2019

5 平田　航太 52.50 県大会 横浜国際 2015

6 佐藤翔馬 52.54 東京:第49回東ｽｲｼﾞｭﾆｱ優秀選手招待記録会　[ 決勝競技 ] 東京ｽｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2017

7 村川　雄仁 52.57 インターかながわ 相模原グリーン 2015

8 初谷智輝 52.60 第40回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会　[ 決勝競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2017

9 高橋海輝 52.61 第40回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2017

10 佐藤大生 52.64 神奈川:第55回県高等学校総体　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

200m自由形

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 石田虎流 1:50.11 神奈川:第57回県高等学校総体　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

2 大場　法隆 1:51.56 国体 秋葉山公園 2015

3 木村　匠吾 1:51.62 夏季JO(決勝) 辰巳国際 2011

4 初谷智輝 1:52.22 第85回日本高等学校選手権水泳競技大会　[ 予選競技 ] 宮城･ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ宮城G21ﾌﾟｰﾙ 2017

5 成田　虎太郎 1:52.84 関東大会 笠松運動公園 2016

6 村川　雄仁 1:53.27 関東大会 辰巳国際 2015

7 山浦一真 1:53.47 第87回日本高等学校選手権　[ 予選競技 ] 熊本･ｱｸｱﾄﾞｰﾑくまもと 2019

8 土田充千穂 1:54.29 神奈川:第41回県ｼﾞｭﾆｱ選手権　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

9 佐藤翔馬 1:54.92 東京:東京ｽｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ招待　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2018

10 堀田　恵路 1:55.21 県高校(第一泳) 相模原グリーン 2014
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400m自由形

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 大場　法隆 3:53.31 国体予選 秋葉山公園 2015

2 石田虎流 3:56.22 第74回国民体育大会　[ 決勝競技 ] 茨城･笠松運動公園屋内ﾌﾟｰﾙ 2019

3 初谷　智輝 3:58.24 国体予選 相模原グリーン 2016

4 堀田　恵路 4:00.83 県高校 相模原グリーン 2014

5 村川雄仁 4:01.83 神奈川:第37回神奈川県ｼﾞｭﾆｱ選手権　[ タイム決勝 ] 相模原市立総合水泳場 2015

6 土田充千穂 4:03.28 神奈川:第57回県高等学校総体　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

7 小城力人 4:04.09 千葉:第65回関東高等学校選手権　[ 予選競技 ] 千葉県国際総合水泳場 2014

8 成田　虎太郎 4:04.51 県高校 横浜国際 2016

9 木村　匠吾 4:05.13 相模原市記録会 相模原グリーン 2011

10 半田　虎生 4:05.22 国体予選 相模原グリーン 2012

800m自由形

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 大場法隆 8:15.44 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙAG選手権　[ 予選競技 ] ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 2015

2 石田虎流 8:23.00 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ2019(50m)　[ タイム決勝 ] 東京･東京辰巳国際水泳場 2019

3 小城力人 8:31.90(1500m中間) 千葉:第65回関東高等学校選手権　[ タイム決勝 ] 千葉県国際総合水泳場 2014

4 半田虎生 8:32.19(1500m中間) 神奈川:第50回神奈川県高等学校総合体育大会　[ タイム決勝 ] 相模原市立総合水泳場 2012

5 堀田恵路 8:35.67(1500m中間) 神奈川:第60回神奈川高等学校水泳競技大会　[ タイム決勝 ] 相模原市立総合水泳場 2012

6 佐藤倫行 8:36.33(1500m中間) 神奈川:第57回県高等学校総体　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

7 清水誠仁 8:45.73(1500m中間) 神奈川:第52回県高等学校総体　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2014

8 高橋海輝 8:52.13(1500m中間) 神奈川:第53回県高等学校総体　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2015

9 井坂有佑 9:12.63(1500m中間) 神奈川:第59回神奈川高等学校水泳競技大会　[ タイム決勝 ] 相模原市立総合水泳場 2011

10 東木将馬 9:15.86(1500m中間) 神奈川:第63回県高等学校　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2015

1500m自由形

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 半田　虎生 16:04.21 県大会 相模原グリーン 2012

2 小城　力人 16:06.10 県大会 横浜国際 2014

3 堀田恵路 16:14.87 神奈川:第60回神奈川高等学校水泳競技大会　[ タイム決勝 ] 相模原市立総合水泳場 2012

4 佐藤倫行 16:17.01 神奈川:第57回県高等学校総体　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

5 清水　誠仁 16:28.91 県大会 横浜国際 2014

6 岡崎　慶多 16:31.20 東京:都ｼﾞｭﾆｱ長水路　[ タイム決勝 ] 東京辰巳国際水泳場 2016

7 片岡　久議 16:37.99 インターハイ 金沢市営総合プール 1985

8 髙橋　海輝 16:48.76 県大会 横浜国際 2015

9 岸本　雅俊 17:07.88 県高校 銀河アリーナ 2004

10 井坂　有佑 17:29.77 県高校 相模原グリーン 2011
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50m背泳ぎ

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 堀田　恵路 26.55 ジャパンオープン 相模原グリーン 2013

2 長野巧 26.72 東京:KONAMI OPEN 2018　[ 決勝競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2018

3 高橋海輝 26.98 神奈川:第42回横浜地区高等学校　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

4 丸山斗夢 27.36 神奈川:第95回日本選手権県予選会　[ 決勝競技 ] さがみはらｸﾞﾘｰﾝﾌﾟｰﾙ 2019

5 梅本　雅之 27.45 相模原市記録会 相模原グリーン 2011

6 中野功大 27.47 神奈川:第41回県ｼﾞｭﾆｱ選手権　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

7 夏目　大志 27.61 ジュニア選手権 相模原グリーンプール 2013

8 初谷智輝 27.73 東京:第48回東京SC優秀ｼﾞｭﾆｱ優秀選手招待記録会　[ 予選競技 ] 東京ｽｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2016

9 大場法隆 27.81 神奈川:第36回県ｼﾞｭﾆｱ選手権　[ タイム決勝 ] さがみはらｸﾞﾘｰﾝﾌﾟｰﾙ 2014

10 福島　卓美 27.87 インターかながわ 相模原グリーン 2016

100m背泳ぎ

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 堀田　恵路 55.87 インターハイ 千葉国際 2014

2 高橋海輝 56.33 第72回国民体育大会水泳競技大会　[ 予選競技 ] 愛媛･松山中央公園ﾌﾟｰﾙ 2017

3 長野　巧 57.82 国体 盛岡市総合プール 2016

4 夏目　大志 58.05 県大会(決勝) 相模原グリーン 2013

5 初谷　智輝 58.10 国体 秋葉山公園 2015

6 福島卓美 58.66 東京:KONAMI OPEN 2017　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2017

7 丸山斗夢 59.12 神奈川:(★関東)第69回関東高等学校選手権　[ 予選競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2018

8 梅本　雅之 59.42 市民大会 横浜国際 2009

9 成田　虎太郎 59.56 県高校 横浜国際 2015

10 大場法隆 59.59 第38回全国JOC夏季　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2015

200m背泳ぎ

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 堀田　恵路 2:01.16 インターハイ 千葉国際(決勝) 2014

2 高橋海輝 2:04.54 神奈川:第55回県高等学校総体　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

3 初谷智輝 2:05.61 東京:都ｼﾞｭﾆｱ長水路　[ 決勝競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2016

4 福島卓美 2:06.90 東京:KONAMI OPEN 2017　[ 決勝競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2017

5 長野巧 2:07.69 第86回日本高等学校選手権　[ 予選競技 ] 愛知･日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ 2018

6 岸本　雅俊 2:08.43 夏季JO 辰巳国際 2005

7 丸山斗夢 2:08.74 神奈川:第56回県高等学校総体　[ 予選競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2018

8 夏目　大志 2:08.92 県高校 横浜国際 2013

9 大場法隆 2:09.78 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙAG選手権　[ 予選競技 ] ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 2015

10 島　優一 2:12.01 県大会 相模原グリーン 2005
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50m平泳ぎ

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 佐藤　翔馬 28.36 東京:東京ｽｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ招待　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2018

2 深沢　大和 28.76 東京:東京ｽｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ招待　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2018

3 八子　優介 28.77 第35回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季　[ 決勝競技 ] 東京･東京辰巳国際水泳場 2012

4 木村　匠吾 29.50 Japan Open 2009 辰巳国際 2009

5 西岡　　尚 29.94 ジャパンオープン2010（50m）　[ 予選競技 ] 東京・東京辰巳国際水泳場 2010

6 渡辺　健吾 29.97 神奈川:第66回横浜市民総合体育大会夏季水泳競技大会高校の部　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2011

7 安藤　直輝 30.28 市民大会 横浜国際 2008

8 本間　　駿 30.77 神奈川:第66回横浜市民総合体育大会夏季水泳競技大会高校の部　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2011

9 門倉光宏 30.83 神奈川:第74回横浜市民総体高校の部　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

10 杉浦　祐太郎 31.03 市民大会 横浜国際 2009

100m平泳ぎ

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 深沢大和 1:01.86 第94回日本選手権水泳競技大会　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2018

2 佐藤翔馬 1:02.07 東京:東京ｽｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ招待　[ 決勝競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2018

3 安藤　直輝 1:03.36 インターハイ(決勝) 青木町公園プール 2008

4 八子　優介 1:03.86 市民大会 横浜国際 2012

5 西岡　尚 1:04.60 県大会 相模原グリーン 2009

6 中野功大 1:05.02 神奈川:第57回県高等学校総体　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

7 木村　匠吾 1:05.12 Japan Open 2010 辰巳国際 2010

8 夏目　大志 1:05.26 夏季JO予選 平塚 2013

9 渡辺健吾 1:05.32 神奈川:第51回相模原市水泳公認記録会　[ タイム決勝 ] 相模原市立総合水泳場 2011

10 本間　駿 1:06.07 県大会(決勝) 相模原グリーン 2012

200m平泳ぎ

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 深沢大和 2:11.34 第94回日本選手権水泳競技大会　[ 準決勝 ] 東京辰巳国際水泳場 2018

2 佐藤翔馬 2:13.22 第94回日本選手権水泳競技大会　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2018

3 安藤　直輝 2:17.42 大分国体 別府市営青山プール 2008

4 中野功大 2:20.53 神奈川:第41回県ｼﾞｭﾆｱ選手権　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

5 八子　優介 2:21.31 夏季JO 辰巳国際 2011

6 夏目大志 2:22.54 神奈川:2013ｲﾝﾀｰかながわｽｲﾑ　[ タイム決勝 ] 相模原市立総合水泳場 2013

7 小濱　一成 2:22.57 インターハイ 長崎 2003

8 本間　駿 2:22.61 四地域対抗 横浜国際 2012

9 井上　遼平 2:23.45 県大会 相模原グリーン 2013

10 西岡　尚 2:24.16 関東大会 県立温水プール館 2009
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50mバタフライ

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 梅本　雅之 25.21 夏季JO・決勝 辰巳国際 2011

2 長谷川紀親 25.26 神奈川:第44回横浜地区高等学校　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

3 仲野　航平 25.48 国体予選 相模原グリーン 2016

4 塩川　拓 25.54 市民大会 横浜国際 2012

5 佐藤良亮 25.69 神奈川:第93回日本選手権県予選会　[ タイム決勝 ] さがみはらｸﾞﾘｰﾝﾌﾟｰﾙ 2017

6 堀田恵路 25.81 東京:第46回東ｽｲ招待記録会　[ 決勝競技 ] 東京ｽｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2014

7 濱尾矩考 25.94 神奈川:第42回横浜地区高等学校　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

8 高橋海輝 26.61 神奈川:第63回相模原市記録会　[ タイム決勝 ] 相模原市立総合水泳場 2017

9 莅戸康暉 26.78 神奈川:第39回横浜地区高等学校　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2014

10 鳥本　信太郎 26.82 地区大会 横浜国際 2009

100mバタフライ

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 梅本　雅之 53.96 県大会・決勝 相模原グリーン 2011

2 長谷川紀親 54.93 神奈川:第44回横浜地区高等学校　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

3 仲野航平 55.03 第39回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2016

4 大場　法隆 55.12 県高校 横浜国際 2015

5 友田陽太 55.51 神奈川:第57回県高等学校総体　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

6 初谷智輝 55.78 山口:きららｶｯﾌﾟ2017　[ B-決勝 ] 山口きらら博記念公園水泳ﾌﾟｰﾙ 2017

7 井坂　有佑 55.92 インターハイ 盛岡市総合プール 2011

8 濱尾矩考 56.33 東京:都ｼﾞｭﾆｱ長水路　[ 決勝競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2017

9 塩川　拓 56.35 県高校 横浜国際 2013

10 小林　大介 56.91 県大会 横浜国際 2014

200mバタフライ

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 大場法隆 2:00.39 第38回全国JOC夏季　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2015

2 初谷智輝 2:01.16 第40回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2017

3 梅本　雅之 2:01.17 インターハイ なみはやドーム 2009

4 井坂　有佑 2:03.30 夏季JO 辰巳国際 2012

5 友田陽太 2:04.49 神奈川:第57回県高等学校総体　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

6 仲野航平 2:04.96 栃木:第58回北関東大会　[ タイム決勝 ] 栃木県立温水ﾌﾟｰﾙ館 2015

7 池山　允浩 2:08.55 県大会 相模原グリーン 2003

8 鳥本　信太郎 2:08.72 県大会 相模原グリーン 2009

9 長谷川紀親 2:10.08 神奈川:第65回県高等学校　[ 予選競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

10 鈴木孝輔 2:11.46 神奈川:第65回県高等学校　[ 予選競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

2019/11/7 現在

慶應義塾高等学校水泳部競泳部門十傑表(長水路)



200個人メドレー

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 堀田恵路 2:02.40 第37回全国JOC夏季　[ 決勝競技 ] 東京･東京辰巳国際水泳場 2014

2 初谷智輝 2:03.03 第85回日本高等学校選手権水泳競技大会　[ 決勝競技 ] 宮城･ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ宮城G21ﾌﾟｰﾙ 2017

3 夏目大志 2:05.54 神奈川:第36回県ｼﾞｭﾆｱ選手権　[ 決勝競技 ] さがみはらｸﾞﾘｰﾝﾌﾟｰﾙ 2014

4 岸本　雅俊 2:07.25 インターハイ 千葉県国際水泳場 2005

5 大場法隆 2:07.28 神奈川:第91回日本選手権県予選会　[ タイム決勝 ] 相模原市立総合水泳場 2016

6 佐藤翔馬 2:07.40 東京:第49回東ｽｲｼﾞｭﾆｱ優秀選手招待記録会　[ 決勝競技 ] 東京ｽｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2017

7 中野功大 2:07.47 神奈川:(★関東)第69回関東高等学校選手権　[ 予選競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2018

8 仲野航平 2:07.75 茨城:第57回北関東水泳県予選会　[ タイム決勝 ] 笠松運動公園屋内ﾌﾟｰﾙ 2014

9 中野功大 2:08.30 神奈川:第57回県高等学校総体　[ 予選競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

10 久恒　浩司 2:08.79 県大会 相模原グリーン 2002

400個人メドレー

順位 氏名 記録 大会名 場所 年

1 初谷智輝 4:22.28 第93回日本選手権水泳競技大会　[ 予選競技 ] 日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ 2017

2 堀田恵路 4:27.68 神奈川:第69回国体県予選会　[ タイム決勝 ] さがみはらｸﾞﾘｰﾝﾌﾟｰﾙ 2014

3 岸本　雅俊 4:28.21 国体 岡山 2005

4 大場　法隆 4:28.42 県高校 横浜国際 2015

5 佐藤翔馬 4:31.30 神奈川:第65回県高等学校　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

6 夏目　大志 4:35.63 相模原市記録会 相模原グリーン 2013

7 久恒　浩司 4:36.03 県大会 相模原グリーン 2002

8 佐藤倫行 4:36.22 神奈川:第41回県ｼﾞｭﾆｱ選手権　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

9 友田陽太 4:38.63 神奈川:(★関東)第69回関東高等学校選手権　[ 予選競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2018

10 髙橋　海輝 4:39.23 県高校 横浜国際 2015

2019/11/7 現在
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200F.R.

順位 記録 大会名 場所 年

1 佐藤大生 高橋海輝 濱尾矩考 佐藤翔馬 1:35.27 神奈川:第65回県高等学校　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

2 小林大介 大場法隆 平田航太 村川雄仁 1:35.52 神奈川:第63回県高等学校　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2015

3 佐藤大生 高橋海輝 濱尾矩考 村上幸汰朗 1:35.81 神奈川:第42回横浜地区高等学校　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

4 矢沼慶太郎 本多正尭 薙野健一郎 関山翔太 1:36.49 県高校・決勝 相模原グリーン 2009

5 伊藤彰汰 関山翔太 梅本雅之 木村匠吾 1:36.57 第58回神奈川高等学校水泳競技大会　[ 決勝競技 ] 相模原市立総合水泳場 2010

6 塩川拓 小嶋逸秀 井坂有佑 伊藤彰汰 1:36.82 神奈川:第60回神奈川高等学校水泳競技大会　[ 決勝競技 ] 相模原市立総合水泳場 2012

7 仲野航平 二本木慎伍 佐藤良亮 成田虎太郎 1:36.98 神奈川:第64回県高等学校　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2016

8 平田航太 大場法隆 小林大介 堀田恵路 1:37.05 神奈川:第62回県高等学校　[ 決勝競技 ] 相模原市立総合水泳場 2014

9 塩川拓 関山翔太 伊藤彰汰 梅本雅之 1:37.15 神奈川:第59回神奈川高等学校水泳競技大会　[ 決勝競技 ] 相模原市立総合水泳場 2011

10 小林大介 平田航太 成田虎太郎 仲野航平 1:37.43 神奈川:第63回県高等学校　[ 予選競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2015

400F.R.

順位 記録 大会名 場所 年

1 平田航太 大場法隆 成田虎太郎 村川雄仁 3:28.98 東京:平成27年度関東高等学校　[ 決勝競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2015

2 長野巧 佐藤翔馬 鈴木孝輔 石田虎流 3:29.56 神奈川:第56回県高等学校総体　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2018

3 平田航太 成田虎太郎 小林大介 村川雄仁 3:29.88 第83回日本高等学校選手権水泳競技大会　[ 予選競技 ] 京都ｱｸｱﾘｰﾅ 2015

4 山浦一真 石田虎流 中野功大 土田充千穂 3:30.15 第87回日本高等学校選手権　[ 予選競技 ] 熊本･ｱｸｱﾄﾞｰﾑくまもと 2019

5 初谷智輝 高橋海輝 佐藤翔馬 佐藤大生 3:30.29 神奈川:第55回県高等学校総体　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

6 成田虎太郎 村上幸汰朗 二本木慎伍 仲野航平 3:30.73 第84回日本高等学校選手権水泳競技大会　[ 予選競技 ] 広島市総合屋内ﾌﾟｰﾙ 2016

7 石田虎流 長野巧 中野功大 鈴木孝輔 3:30.99 第86回日本高等学校選手権　[ 予選競技 ] 愛知･日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ 2018

8 成田虎太郎 村上幸汰朗 二本木慎伍 初谷智輝 3:31.12 茨城:第67回関東高等学校選手権　[ 決勝競技 ] 笠松運動公園屋内ﾌﾟｰﾙ 2016

9 初谷智輝 村上幸汰朗 仲野航平 成田虎太郎 3:31.21 県大会 横浜国際 2016

10 小林大介 大場法隆 大島圭央 村川雄仁 3:31.39 東京:平成27年度関東高等学校　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2015

800F.R.

順位 記録 大会名 場所 年

1 大場法隆 村川雄仁 成田虎太郎 初谷智輝 7:30.52 第83回日本高等学校選手権水泳競技大会　[ 決勝競技 ] 京都ｱｸｱﾘｰﾅ 2015

2 大場法隆 村川雄仁 小城力人 堀田恵路 7:33.49 第82回日本高等学校選手権　[ 決勝競技 ] 千葉･千葉県国際総合水泳場 2014

3 初谷智輝 成田虎太郎 村上幸汰朗 仲野航平 7:34.46 第84回日本高等学校選手権水泳競技大会　[ 予選競技 ] 広島市総合屋内ﾌﾟｰﾙ 2016

4 大場法隆 初谷智輝 仲野航平 村川雄仁 7:35.23 東京:平成27年度関東高等学校　[ 決勝競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2015

5 初谷智輝 高橋海輝 佐藤翔馬 岡崎慶多 7:37.43 第85回日本高等学校選手権水泳競技大会　[ 予選競技 ] 宮城･ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ宮城G21ﾌﾟｰﾙ 2017

6 山浦一真 石田虎流 藤永直透 土田充千穂 7:38.18 第87回日本高等学校選手権　[ 予選競技 ] 熊本･ｱｸｱﾄﾞｰﾑくまもと 2019

7 石田虎流 佐藤翔馬 岡崎慶多 鈴木孝輔 7:38.96 神奈川:(★関東)第69回関東高等学校選手権　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2018

8 村川雄仁 成田虎太郎 大島圭央 初谷智輝 7:39.42 東京:平成27年度関東高等学校　[ 予選競技 ] 東京辰巳国際水泳場 2015

9 村上幸汰朗 大島圭央 仲野航平 成田虎太郎 7:40.69 神奈川:第64回県高等学校　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2016

10 初谷智輝 成田虎太郎 仲野航平 大島圭央 7:41.04 神奈川:第54回県高等学校総体　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2016
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200M.R.

順位 記録 大会名 場所 年

1 長野巧 冨士大早輔 濱尾矩考 佐藤大生 1:47.24 神奈川:第42回横浜地区高等学校　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

2 長野巧 冨士大早輔 長谷川紀親 村上幸汰朗 1:48.55 神奈川:第73回横浜市民総体高校の部　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2018

3 森岳 西岡尚 梅本雅之 本多正尭 1:49.07 市民大会 横浜国際 2009

4 森岳 西岡尚 梅本雅之 関山翔太 1:49.66 第65回横浜市民総合体育大会夏季水泳競技大会高校の部　[ タイム決勝 ] 横浜国際プール 2010

5 丸山斗夢 冨士大早輔 友田陽太 長澤龍汰 1:49.75 神奈川:第43回横浜地区高等学校　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2018

6 村上幸汰朗 八子優介 大場法隆 塩川拓 1:49.84 市民大会 横浜国際 2013

7 村川雄仁 八子優介 大場法隆 塩川拓 1:49.84 神奈川:第68回横浜市民総体(高校の部)　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2013

8 長野巧 野尻和希 佐藤良亮 野田元 1:50.36 神奈川:第71回横浜市民総体夏季高校の部　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2016

9 佐藤倫行 門倉光宏 長谷川紀親 友田陽太 1:50.48 神奈川:第44回横浜地区高等学校　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2019

10 大西将史 八子優介 莅戸康暉 清水誠仁 1:50.95 神奈川:横浜地区高等学校水泳競技大会　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2012

400M.R.

順位 記録 大会名 場所 年

1 高橋海輝 深沢大和 仲野航平 成田虎太郎 3:44.94 第84回日本高等学校選手権水泳競技大会　[ 決勝競技 ] 広島市総合屋内ﾌﾟｰﾙ 2016

2 高橋海輝 深沢大和 初谷智輝 佐藤翔馬 3:46.55 神奈川:第65回県高等学校　[ タイム決勝 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

3 高橋海輝 佐藤翔馬 仲野航平 成田虎太郎 3:47.83 神奈川:第64回県高等学校　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2016

4 長野巧 深沢大和 石田虎流 佐藤翔馬 3:48.21 神奈川:(★関東)第69回関東高等学校選手権　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2018

5 高橋海輝 深沢大和 濱尾矩考 佐藤大生 3:48.78 神奈川:第55回県高等学校総体　[ 決勝競技 ] 横浜国際ﾌﾟｰﾙ 2017

6 堀田恵路 八子優介 大場法隆 塩川拓 3:49.81 第81回日本高等学校選手権水泳競技大会　[ 決勝競技 ] 長崎･長崎市民総合ﾌﾟｰﾙ 2013

7 夏目大志 八子優介 大場法隆 塩川拓 3:50.15 関東大会(決勝) 青木町公園プール 2013

8 高橋海輝 深沢大和 濱尾矩考 佐藤翔馬 3:50.37 第85回日本高等学校選手権水泳競技大会　[ 予選競技 ] 宮城･ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ宮城G21ﾌﾟｰﾙ 2017

9 高橋海輝 佐藤翔馬 濱尾矩考 佐藤大生 3:50.61 神奈川:第63回相模原市記録会?@　[ タイム決勝 ] 相模原市立総合水泳場 2017

10 高橋海輝 佐藤翔馬 仲野航平 村上幸汰朗 3:50.70 茨城:第67回関東高等学校選手権　[ 予選競技 ] 笠松運動公園屋内ﾌﾟｰﾙ 2016
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