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2022/05/07～2022/05/07

会場  鹿児島県鹿児島市鴨池公園水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
和田　慎平  高3 本渡　星宇  高2 樗木　日翔  高3 水元　遊庵  高3 高橋　叶和  高3 岩元　隼人  高2 林　　遼河  高3 甲斐　　誉  高1

大島 鹿児島高 出水高 鹿児島情報高 鹿児島高 甲南高 加治木高 鹿児島情報高

24.38 24.55 25.10 25.17 25.48 25.73 25.88 25.95

本渡　星宇  高2 森　　　想  高1 樗木　日翔  高3 水元　遊庵  高3 和田　慎平  高3 岩元　隼人  高2 大村涼太郎  高3 藤田　海輝  高2

鹿児島高 鹿児島情報高 出水高 鹿児島情報高 大島 甲南高 川内高 鹿児島高

53.55 54.96 55.05 55.52 55.55 55.92 57.63 57.99

宮﨑　珀弥  高2 白坂　大輝  高3 宮路　太輔  高3 中村　理樹  高2 西園　遼空  高2 上野　真吾  高3 松田　大空  高1 岩切　瑠吾  高1

鹿児島高 鹿児島情報高 国分 鹿屋高 鹿児島情報高 甲南高 鹿児島情報高 鹿児島情報高

1:54.38 1:59.57 2:00.44 2:03.13 2:03.62 2:05.24 2:05.33 2:05.79

新開　誠也  高3 宮﨑　珀弥  高2 西園　遼空  高2 中村　理樹  高2 松田　大空  高1 梅木　裕太  高2 中島　海杜  高3 吉留　伸春  高3

鹿児島情報高 鹿児島高 鹿児島情報高 鹿屋高 鹿児島情報高 鹿児島実業 鹿屋高 鹿屋高

4:00.02 4:05.71 4:23.35 4:25.91 4:27.87 4:33.17 4:33.53 4:46.31

大会新

白坂　優気  高1 中山　楽心  高3 鬼塚　斗真  高3 池下　龍毅  高1 川原　悠太  高2 井ノ上橙和  高1 田中　涼介  高1 中村　巧真  高3

鹿児島情報高 鹿児島情報高 加治木工業 鹿児島情報高 鹿児島中央 鹿児島高専 国分 鹿児島工業

28.93 30.14 31.51 31.60 31.75 31.88 32.07 32.12

皆迫　　翼  高3 白坂　優気  高1 鎭守　真央  高2 有村　颯太  高2 白坂　大輝  高3 赤瀬川瑛斗  高3 上畑　瑛斗  高1 上野　真吾  高3

加世田高 鹿児島情報高 鹿児島情報高 大島 鹿児島情報高 鹿屋高 鹿児島高 甲南高

1:01.51 1:02.26 1:03.19 1:03.33 1:03.97 1:04.08 1:04.58 1:04.94

皆迫　　翼  高3 鎭守　真央  高2 上畑　瑛斗  高1 薗田　煌来  高2 赤瀬川瑛斗  高3 有村　颯太  高2 福政　涼斗  高2 住吉　宏仁  高1

加世田高 鹿児島情報高 鹿児島高 鹿児島情報高 鹿屋高 大島 松陽 鹿児島高

2:14.63 2:14.87 2:19.81 2:21.46 2:21.74 2:23.76 2:29.07 2:30.85

猪俣　空翔  高3 岩下　海響  高2 田中　優史  高2 新地　遥斗  高3 中間　彩人  高3 野口　良偉  高3 平　　詩音  高3 川口　拓真  高3

鹿児島玉龍 鹿児島高 甲南高 鹿児島中央 鹿児島高 鶴丸 鹿児島工業 楠隼

30.88 31.00 31.15 31.35 33.20 33.60 33.64 33.67

新福　大地  高3 福澤慎之介  高2 中島　　翼  高2 前田　唯人  高2 猪俣　空翔  高3 濱田航士朗  高3 大野　陸翔  高2 岩下　海響  高2

鹿児島情報高 鹿屋高 甲南高 鹿児島情報高 鹿児島玉龍 鹿児島高 鹿児島情報高 鹿児島高

1:05.89 1:06.43 1:07.07 1:07.34 1:07.62 1:07.83 1:08.99 1:09.17

中島　　翼  高2 新福　大地  高3 福澤慎之介  高2 鮫島　漣征  高1 中薗　慧晴  高2 中島　周弥  高1 大野　陸翔  高2 濱田航士朗  高3

甲南高 鹿児島情報高 鹿屋高 鹿児島情報高 川内高 鹿児島情報高 鹿児島情報高 鹿児島高

2:24.54 2:25.92 2:27.00 2:28.09 2:28.62 2:28.84 2:30.00 2:30.42
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会場  鹿児島県鹿児島市鴨池公園水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
新開　誠也  高3 積　　志門  高3 長濱　薩生  高2 福山　裕斗  高3 甫立　拓歩  高3 徳重　篤弥  高2 里　　翔平  高3 久保　大紀  高3

鹿児島情報高 鹿児島南 鹿児島高 大島 川内商工高 鹿屋高 鹿児島高 川内商工高

24.98 26.35 27.24 27.24 28.23 28.29 28.56 28.88

大会新 （同3位）

榎屋直大朗  高1 積　　志門  高3 西小野泰志  高1 井ノ下直弥  高2 ﾏｸﾌｧﾗﾝﾄﾞ滉良  高1 木下　寿優  高2 小野　海飛  高3 福山　裕斗  高3

鹿児島高 鹿児島南 鹿児島情報高 鹿児島情報高 鹿児島情報高 鹿児島情報高 鹿児島高 大島

57.61 58.34 58.67 59.27 59.30 59.81 1:00.76 1:01.16

西小野泰志  高1 榎屋直大朗  高1 木下　寿優  高2 井ノ下直弥  高2 ﾏｸﾌｧﾗﾝﾄﾞ滉良  高1 徳重　篤弥  高2 永山　博仁  高3 小野　海飛  高3

鹿児島情報高 鹿児島高 鹿児島情報高 鹿児島情報高 鹿児島情報高 鹿屋高 甲南高 鹿児島高

2:10.09 2:10.16 2:10.18 2:11.84 2:15.28 2:16.42 2:19.73 2:30.57

前田　唯人  高2 宮路　太輔  高3 鮫島　漣征  高1 長濵虎太郎  高2 中島　広太  高1 片ノ坂俊介  高3 堀　晄太朗  高1 西薗　　海  高3

鹿児島情報高 国分 鹿児島情報高 鹿児島情報高 鹿児島情報高 鹿児島高 鹿児島情報高 鹿児島情報高

2:10.75 2:12.51 2:18.95 2:20.30 2:20.61 2:21.07 2:23.72 2:24.99

鹿児島情報高A  高 鹿児島高A  高 大島  高 鹿児島情報高C  高 甲南高A  高 鹿児島情報高B  高 鹿児島高C  高 鹿屋高  高

新開　誠也  高3 本渡　星宇  高2 和田　慎平  高3 西小野泰志  高1 永山　博仁  高3 前田　唯人  高2 岩下　海響  高2 福澤慎之介  高2

白坂　優気  高1 西堀　夏生  高3 福山　裕斗  高3 森　　　想  高1 岩元　隼人  高2 井ノ下直弥  高2 有元　愛凌  高2 中島　海杜  高3

水元　遊庵  高3 小野　海飛  高3 田川　浩吉  高2 甲斐　　誉  高1 中山　堅太  高3 長濵虎太郎  高2 長濱　薩生  高2 赤瀬川瑛斗  高3

鎭守　真央  高2 高橋　叶和  高3 有村　颯太  高2 松田　大空  高1 上野　真吾  高3 西園　遼空  高2 藤田　海輝  高2 徳重　篤弥  高2

1:39.00  Fin. 1:39.69  Fin. 1:40.97  Fin. 1:42.64  Fin. 1:42.92  Fin. 1:43.70  Fin. 1:45.69  Fin. 1:46.04  Fin.

23.89  1st. 24.53  1st. 24.28  1st. 25.46  1st. 25.78  1st. 25.44  1st. 25.97  1st. 26.31  1st.

大会新  1st.

鹿児島情報高A  高 鹿児島高A  高 鹿児島高C  高 甲南高A  高 鹿児島情報高B  高 大島  高 鹿屋高  高 鹿児島高B  高

新開　誠也  高3 高橋　叶和  高3 上畑　瑛斗  高1 上野　真吾  高3 鎭守　真央  高2 有村　颯太  高2 赤瀬川瑛斗  高3 片ノ坂俊介  高3

新福　大地  高3 濱田航士朗  高3 有元　愛凌  高2 中島　　翼  高2 大野　陸翔  高2 和田　慎平  高3 福澤慎之介  高2 加塩　佑海  高3

ﾏｸﾌｧﾗﾝﾄﾞ滉良  高1 本渡　星宇  高2 榎屋直大朗  高1 永山　博仁  高3 井ノ下直弥  高2 福山　裕斗  高3 徳重　篤弥  高2 小野　海飛  高3

白坂　優気  高1 宮﨑　珀弥  高2 岩下　海響  高2 中山　堅太  高3 前田　唯人  高2 田川　浩吉  高2 中島　海杜  高3 西堀　夏生  高3

1:48.13  Fin. 1:52.01  Fin. 1:52.84  Fin. 1:52.85  Fin. 1:53.10  Fin. 1:53.75  Fin. 1:54.75  Fin. 1:55.87  Fin.

26.61  1st. 30.76  1st. 29.69  1st. 30.12  1st. 29.56  1st. 29.58  1st. 29.60  1st. 31.12  1st.

高校新  1st.
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