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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
片岡　ミミ  高3 中村　珠梨  高1 白川友理香  高3 畠山　藍瑠  高2 仮屋　祥子  高1 松井　菜奈  高3 山口　寧々  高1 石元　そら  高1

鹿児島高 鹿児島高 国分 鹿児島高 甲南高 加治木高 ｼｮｳｼｶﾝ 龍桜高

28.33 28.58 29.31 29.35 29.69 29.70 29.87 29.89

川村妃奈乃  高2 池ノ上綾乃  高3 西柳　　凜  高3 片岡　ミミ  高3 福澤　心愛  高3 中村　珠梨  高1 仮屋　祥子  高1 畠山　藍瑠  高2

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

1:00.21 1:01.45 1:02.20 1:02.31 1:02.73 1:04.08 1:04.66 1:04.97

池ノ上綾乃  高3 松下　幸生  高2 渡瀬　遙花  高1 西田　真瑚  高2 江﨑　蓮華  高3 上野　柚葉  高1 山内　彩来  高2

鹿児島情報高 国分中央高 加世田高 国分 開陽 鹿児島工業 鶴丸

2:12.40 2:12.51 2:19.50 2:24.96 2:28.02 2:31.90 2:33.15

早﨑　愛莉  高2 松下　幸生  高2 渡瀬　遙花  高1 西田　真瑚  高2 中村　　花  高1 浦澤　奈々  高1

鹿児島高 国分中央高 加世田高 国分 川内高 薩南工

4:33.86 4:41.42 4:56.99 5:04.21 5:21.61 5:49.75

小西　　新  高1 川畑　愛乃  高2 井ノ上華鈴  高3 後藤　愛梨  高2 萩原　寧々  高1 新納　愛香  高1 中野　華怜  高2 安田　　悠  高2

鹿屋女子 鹿児島高 鹿児島高 鹿児島玉龍 志布志 国分 鹿児島高 鹿児島玉龍

30.60 35.26 35.55 35.92 35.94 36.87 37.03 37.52

小西　　新  高1 新福　　渚  高1 松元　梨香  高1 鶴田さくら  高1 山﨑　文馨  高1 松井　菜奈  高3 井ノ上華鈴  高3 当田　咲涼  高2

鹿屋女子 鹿児島情報高 鹿児島情報高 甲南高 武岡台 加治木高 鹿児島高 大島

1:04.86 1:09.41 1:09.66 1:11.80 1:12.44 1:13.86 1:16.85 1:17.16

大会新

松元　梨香  高1 新福　　渚  高1 西柳　　凜  高3 山﨑　文馨  高1 鶴田さくら  高1 当田　咲涼  高2 櫛山あさひ  高3

鹿児島情報高 鹿児島情報高 鹿屋女子 武岡台 甲南高 大島 鹿第一高

2:27.23 2:29.16 2:30.05 2:35.03 2:39.19 2:46.43 2:57.37

川路　奈那  高3 河野　咲良  高3 藤田　柚葵  高1 中迎　愛果  高2 倉永　由依  高1 福元　葵唯  高3 久保詩亜鈴  高2 兒島茉莉安  高3

鹿児島中央 錦江湾 鹿屋女子 鹿児島女子 武岡台 鹿児島女子 鹿児島女子 鹿児島女子

41.05 41.71 42.73 44.96 45.62 45.66 46.39 49.25

皆迫　　晶  高1 末永　愛月  高2 稲荷田萠美  高3 上畑　真彩  高3 盛　　日向  高2 内山　胡実  高3 平田莉々香  高3 重山　奈実  高3

鹿児島純心高 鹿児島高 鹿児島女子 鹿児島高 大島 国分 武岡台 鹿児島玉龍

1:15.85 1:16.93 1:20.73 1:22.14 1:23.56 1:26.02 1:26.40 1:28.58

末永　愛月  高2 皆迫　　晶  高1 上畑　真彩  高3 稲荷田萠美  高3 盛　　日向  高2 平田莉々香  高3 内山　胡実  高3

鹿児島高 鹿児島純心高 鹿児島高 鹿児島女子 大島 武岡台 国分

2:45.33 2:46.65 2:50.99 2:54.61 3:02.62 3:04.81 3:07.20
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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
榎田　礼花  高3 柳　こはる  高2 福澤　心愛  高3 小野　真佳  高1 矢野　心優  高3 石澤　美華  高2 本村　美空  高1 山口　　聖  高2

鹿児島情報高 鹿児島高 鹿屋高 鶴丸 鹿児島女子 鹿児島工業 ｼｮｳｼｶﾝ 加治木工業

30.06 30.07 30.65 31.52 32.72 32.81 33.19 33.40

川村妃奈乃  高2 有村　幸花  高1 白川友理香  高3 中禮　葉月  高1 柳　こはる  高2 福永　倫子  高2 中村　沙希  高2 師玉　理子  高2

鹿児島情報高 鹿児島高 国分 鹿児島実業 鹿児島高 鹿児島女子 鹿児島女子 大島

1:04.20 1:07.40 1:08.30 1:08.52 1:08.68 1:08.74 1:10.94 1:14.78

榎田　礼花  高3 福永　倫子  高2 中禮　葉月  高1 有村　幸花  高1 中村　沙希  高2

鹿児島情報高 鹿児島女子 鹿児島実業 鹿児島高 鹿児島女子

2:26.73 2:34.10 2:34.58 2:43.05 2:51.09

早﨑　愛莉  高2 師玉　胡子  高1 赤瀬川美海  高1 本村　美空  高1 師玉　理子  高2 重山　奈実  高3 山口　　聖  高2 石澤　美華  高2

鹿児島高 鹿児島情報高 鹿屋高 ｼｮｳｼｶﾝ 大島 鹿児島玉龍 加治木工業 鹿児島工業

2:24.98 2:36.64 2:41.68 2:45.19 2:47.68 2:47.85 2:56.57 2:57.59

鹿児島情報高  高 鹿児島高B  高 鹿児島高A  高 鹿屋女子  高 鹿児島高C  高 国分  高 鹿児島女子  高 鶴丸  高

川村妃奈乃  高2 末永　愛月  高2 片岡　ミミ  高3 小西　　新  高1 中村　珠梨  高1 西田　真瑚  高2 中村　沙希  高2 小野　真佳  高1

池ノ上綾乃  高3 早﨑　愛莉  高2 上畑　真彩  高3 清水　萌衣  高1 川畑　愛乃  高2 白川友理香  高3 福永　倫子  高2 山口　結加  高2

榎田　礼花  高3 柳　こはる  高2 井ノ上華鈴  高3 藤田　柚葵  高1 中野　華怜  高2 内山　胡実  高3 矢野　心優  高3 日髙　颯希  高2

師玉　胡子  高1 畠山　藍瑠  高2 森　　夢生  高3 西柳　　凜  高3 有村　幸花  高1 新納　愛香  高1 稲荷田萠美  高3 山内　彩来  高2

1:54.34  Fin. 1:56.74  Fin. 1:58.25  Fin. 2:00.85  Fin. 2:03.09  Fin. 2:03.53  Fin. 2:03.68  Fin. 2:12.27  Fin.

28.03  1st. 29.49  1st. 28.42  1st. 28.68  1st. 28.57  1st. 30.16  1st. 31.06  1st. 29.96  1st.

鹿児島情報高  高 鹿児島高B  高 鹿児島高C  高 鹿屋女子  高 鹿児島高A  高 鹿児島女子  高 国分  高 鹿児島女子  高

松元　梨香  高1 早﨑　愛莉  高2 川畑　愛乃  高2 小西　　新  高1 井ノ上華鈴  高3 中村　沙希  高2 新納　愛香  高1 新村　悠華  高3

榎田　礼花  高3 末永　愛月  高2 中野　華怜  高2 藤田　柚葵  高1 上畑　真彩  高3 稲荷田萠美  高3 内山　胡実  高3 久保詩亜鈴  高2

川村妃奈乃  高2 柳　こはる  高2 有村　幸花  高1 西柳　　凜  高3 片岡　ミミ  高3 福永　倫子  高2 白川友理香  高3 横山　咲奈  高2

池ノ上綾乃  高3 畠山　藍瑠  高2 中村　珠梨  高1 清水　萌衣  高1 森　　夢生  高3 矢野　心優  高3 西田　真瑚  高2 松本　璃子  高2

2:06.16  Fin. 2:07.22  Fin. 2:10.87  Fin. 2:11.27  Fin. 2:13.11  Fin. 2:16.70  Fin. 2:17.86  Fin. 2:35.43  Fin.

32.74  1st. 33.86  1st. 34.88  1st. 30.12  1st. 34.97  1st. 36.00  1st. 37.15  1st. 38.53  1st.

高校新  1st.
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