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2022/05/21～2022/05/22

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
兒玉　十輝  小5 溝田　悠斗  小5 野口　優真  小5 大塚　柊仁  小5 渋谷　　旭  小5 芦原　聖人  小5 田原　英仁  小5 久木田陽悠  小5

ＸＹＺ別府 筑後SS 長崎ＳＣ 桜泳大川ＳＳ コナミ城南 ＪＳＳ姪浜 コナミ城南 原田学園ＳＳ

29.98 30.12 30.43 30.57 30.59 31.08 31.23 31.52

志岐　昴瑠  小4 仲程　　想  小5 久木田陽悠  小5 赤嶺　　慶  小5 前原芯乃祐  小5 新川　晃生  小4 安部　　粋  小4 岩熊　晃司  小4

サワラＳＳ 沖縄ＳＳ浦添 原田学園ＳＳ 沖縄ＳＳ那覇 JSS沖縄中央 ようどう館佐 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＸＹＺ別府

34.55 34.61 35.26 36.09 36.55 37.23 37.37 37.63

溝田　悠斗  小5 芦原　聖人  小5 高園　泰地  小5 木村　祇統  小5 吉岡　巧真  小4 西久保瑛亮  小5 中野　颯人  小4

筑後SS ＪＳＳ姪浜 アクセス佐賀 山本JSC ビート大在 ようどう館大 ゆーぷる吹上

37.79 38.00 38.68 38.86 39.33 40.45 42.44

兒玉　十輝  小5 大塚　柊仁  小5 岩本　　悠  小5 横山　彪眞  小5 志岐　昴瑠  小4 河野　泰知  小5 瀬戸　結斗  小5 喜舎場哲成  小5

ＸＹＺ別府 桜泳大川ＳＳ コナミ城南 イトマン新宮 サワラＳＳ ＫＳＧ九産大 ビート古賀 沖縄ＳＳ浦添

31.54 32.42 32.44 32.77 33.35 33.60 33.71 33.77

志岐　昴瑠  小4 喜舎場哲成  小5 赤嶺　　慶  小5 浜田　　響  小5 河野　泰知  小5 吉岡　巧真  小4 加峯　慎也  小5 仲程　　想  小5

サワラＳＳ 沖縄ＳＳ浦添 沖縄ＳＳ那覇 沖縄ＳＳ名護 ＫＳＧ九産大 ビート大在 Ｂ＆Ｇ甘木 沖縄ＳＳ浦添

2:41.70 2:44.64 2:44.76 2:46.40 2:46.41 2:47.16 2:47.58 2:48.83
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2022/05/21～2022/05/22

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
木山　　力  中1 和氣　敬斗  中1 西尾　　瞬  中1 久家虎太郎  中1 宮城遼太朗  中1 佐々木太一  中1 石川　凌大  中1 松見　琉人  中1

GENEXイマリ 直方ＳＳ野上 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ Ｂ＆Ｇみやき 北谷ＳＳ 飯塚ＳＳ イトマン八女 ＫＳＧ柳川

26.79 26.90 27.44 27.45 27.84 27.91 27.92 27.97

木山　　力  中1 和氣　敬斗  中1 石川　凌大  中1 馬渡　友希  中1 佐々木太一  中1 末次　壮汰  中1 宮城遼太朗  中1 三浦　佑太  中1

GENEXイマリ 直方ＳＳ野上 イトマン八女 ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ 飯塚ＳＳ ビート小城 北谷ＳＳ ＫＳＧ太宰府

57.77 58.15 58.90 1:00.11 1:01.04 1:01.57 1:01.62 1:01.83

小田孝太朗  中1 石川　凌大  中1 長屋　帆歩  中1 三浦　佑太  中1 竹下　一希  中1 伊東　寛人  中1 岡山　諒大  中1 前田　颯太  小6

はるおか小倉 イトマン八女 イトマン志免 ＫＳＧ太宰府 ＫＳＧ九産大 大分市ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ サワラＳＳ

2:06.47 2:06.48 2:09.12 2:13.86 2:14.02 2:14.72 2:14.85 2:15.99

須﨑　元海  中1 阪本賢志郎  中1 佐久田朝之介  中1 久保　夏希  中1 阿久根佳芙  中1 山賀　一仁  小5 西尾　　瞬  中1 冨ケ原航樹  中1

ＫＳＧ柳川 マリーン鹿本 ニライＳＣ はるおか赤間 ジェル鹿児島 コナミ城南 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ RISE

30.19 30.70 31.83 31.97 32.01 32.19 32.31 32.43

須﨑　元海  中1 小田孝太朗  中1 阪本賢志郎  中1 久保　夏希  中1 田代　悠太  中1 冨ケ原航樹  中1 竹園　颯大  中1 佐久田朝之介  中1

ＫＳＧ柳川 はるおか小倉 マリーン鹿本 はるおか赤間 直方ＳＳ野上 RISE サワラＳＳ ニライＳＣ

1:05.62 1:06.11 1:06.53 1:07.50 1:08.09 1:08.98 1:09.66 1:09.80

杉田　　陸  中1 平島樟一朗  中1 小林　隼也  中1 小松凜太朗  小6 内野正太郎  中1 西薗　　悠  小6 松﨑　壱路  中1 小菜誠士郎  中1

イトマン吉塚 ｲﾄﾏﾝ太宰府 アクセス佐賀 流泳館西部 アクセス佐賀 メルヘン鹿屋 ＪＳＳちくご KSG つくし野

33.95 34.04 34.17 34.54 34.62 34.90 34.98 35.11

小松凜太朗  小6 杉田　　陸  中1 河村　凪人  中1 山本　志星  中1 西薗　　悠  小6 内野正太郎  中1 平島樟一朗  中1 栗須　玲央  小6

流泳館西部 イトマン吉塚 はるおか和白 Ｂ＆Ｇみやき メルヘン鹿屋 アクセス佐賀 ｲﾄﾏﾝ太宰府 はるおか和白

1:12.57 1:13.52 1:13.53 1:13.57 1:14.11 1:15.35 1:15.58 1:15.62

久家虎太郎  中1 木山　　力  中1 安慶名梨音  小6 松見　琉人  中1 須﨑　元海  中1 中西　泰雅  小6 髙味謙志郎  中1 前田　颯太  小6

Ｂ＆Ｇみやき GENEXイマリ 北谷ＳＳ ＫＳＧ柳川 ＫＳＧ柳川 ＸＹＺ別府 はるおか赤間 サワラＳＳ

28.14 28.26 28.43 28.81 28.82 29.32 29.60 29.76

松見　琉人  中1 髙味謙志郎  中1 山賀　一仁  小5 前田　颯太  小6 安慶名梨音  小6 中西　泰雅  小6 中川原崚斗  小6 田中　滉大  小6

ＫＳＧ柳川 はるおか赤間 コナミ城南 サワラＳＳ 北谷ＳＳ ＸＹＺ別府 ＫＳＧ柳川 はるおか水巻

1:02.81 1:03.33 1:04.90 1:05.02 1:05.26 1:05.48 1:07.40 1:08.38

小田孝太朗  中1 田代　悠太  中1 髙味謙志郎  中1 竹園　颯大  中1 山賀　一仁  小5 西薗　　悠  小6 栗須　玲央  小6 中川原崚斗  小6

はるおか小倉 直方ＳＳ野上 はるおか赤間 サワラＳＳ コナミ城南 メルヘン鹿屋 はるおか和白 ＫＳＧ柳川

2:19.16 2:20.78 2:20.85 2:24.80 2:28.76 2:30.70 2:30.99 2:32.30
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2022/05/21～2022/05/22

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
左藤　優貴  中3 石橋　侑大  中3 中園　陸斗  中2 崎村　朋弘  中3 江﨑　侑聖  中3 椎葉　夢月  中3 白木正一郎  中2 川添恵太郎  中3

ＮＡＳ大分 ＫＳＧときわ 大野城ＳＣ ＫＳＧ九産大 Nb ｲﾄﾏﾝ太宰府 桜泳大牟田SS ビート日向

24.96 25.03 25.16 25.37 25.37 25.40 25.41 25.50

（同4位）

中園　陸斗  中2 左藤　優貴  中3 石橋　侑大  中3 崎村　朋弘  中3 飯盛　悠汰  中3 江﨑　侑聖  中3 白木正一郎  中2 川添恵太郎  中3

大野城ＳＣ ＮＡＳ大分 ＫＳＧときわ ＫＳＧ九産大 はるおか赤間 Nb 桜泳大牟田SS ビート日向

53.81 54.21 55.46 55.54 55.70 55.73 56.28 56.38

中園　陸斗  中2 左藤　優貴  中3 白根　舜大  中3 吉野　修平  中3 塩田　　皓  中2 立花　琉真  中2 加藤　慶希  中2 安仲　晃英  中3

大野城ＳＣ ＮＡＳ大分 おおとりSC ｲﾄﾏﾝ太宰府 飯塚ＳＳ ウオタ・長崎 イトマン長住 ＫＳＧ大橋

1:58.30 1:58.31 2:02.38 2:02.64 2:05.40 2:05.45 2:05.58 2:05.61

飯盛　悠汰  中3 吉野　修平  中3 白根　舜大  中3 井本　昌晴  中2 平田真太郎  中2 大原　輝也  中2 酒見　健煌  中2 古川　悠斗  中2

はるおか赤間 ｲﾄﾏﾝ太宰府 おおとりSC イトマン長住 ＫＩＳ諫早 ウオタ・長崎 イトマン長住 ビート北松

4:07.75 4:08.74 4:19.85 4:24.35 4:25.83 4:26.02 4:26.31 4:26.31

（同7位）

安井　悠斗  中3 岩永　琉聖  中3 平田真太郎  中2 大原　輝也  中2 月迫　葉空  中2 柴原　涼太  中2 萩迫　賢人  中2

ベスト熊本 ビート小城 ＫＩＳ諫早 ウオタ・長崎 Nb ウオタ・長崎 ＫＳＧ大橋

16:26.37  Fin. 17:00.45  Fin. 17:13.04  Fin. 17:29.74  Fin. 17:40.45  Fin. 17:47.84  Fin. 17:55.41  Fin.

8:44.94  800 9:05.36  800 9:08.55  800 9:19.54  800 9:16.59  800 9:27.31  800 9:26.92  800

森田　脩嗣  中3 西田　瑞稀  中2 林田　陽音  中3 坂口　将斗  中3 西山　一歩  中3 古賀玲太郎  中3 川原　永地  中2 迫田　陽貴  中3

大野城ＳＣ ＫＳＧ柳川 ウキＳＳ ビート熊本 ようどう館佐 大野城ＳＣ ＪＳＳ伊都 Nb

1:00.03 1:00.05 1:02.15 1:02.29 1:02.47 1:02.58 1:03.03 1:03.56

森田　脩嗣  中3 西山　一歩  中3 西田　瑞稀  中2 伊牟田士道  中2 有田　悠希  中2 林田　陽音  中3 迫田　陽貴  中3 川原　永地  中2

大野城ＳＣ ようどう館佐 ＫＳＧ柳川 メルヘン鹿屋 RISE ウキＳＳ Nb ＪＳＳ伊都

2:11.28 2:14.33 2:14.36 2:15.68 2:16.54 2:16.64 2:16.99 2:18.02

牟田　　蒼  中3 加甲　泰聖  中3 北村　歩夢  中3 野中　龍生  中1 横山　　蒼  中3 太田　　陸  中3 中村　　源  中3 西　建志郎  中3

大野城ＳＣ 桜泳ミキ21 Ｂ＆Ｇみやき ようどう館大 大野城ＳＣ ニライＳＣ ＫＳＧ九産大 ｾｲｶKAMOIKE

1:03.86 1:04.11 1:06.43 1:06.93 1:07.66 1:09.31 1:09.32 1:10.58

北村　歩夢  中3 牟田　　蒼  中3 野中　龍生  中1 横山　　蒼  中3 佐伯　　凌  中2 月迫　葉空  中2 山田　聡真  中3 松下　馳治  中1

Ｂ＆Ｇみやき 大野城ＳＣ ようどう館大 大野城ＳＣ Kikuchi Nb ＫＳＧ柳川 ｲﾄﾏﾝ太宰府

2:22.14 2:22.18 2:25.40 2:26.28 2:29.77 2:31.82 2:32.16 2:32.91
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2022/05/21～2022/05/22

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
三好　　優  中3 歌野原佑樹  中2 松永　蒼生  中3 波多　陸翔  中3 河本　裕久  中2 井川寛太朗  中3 手島　慶二  中3 糀谷悠太朗  中3

はるおか和白 はるおか赤間 ウキＳＳ ビート唐津 JSS沖縄中央 ｾｲｶIZUMI 飯塚ＳＳ はるおか原

57.33 57.95 59.07 59.56 1:00.02 1:00.23 1:00.90 1:00.91

三好　　優  中3 歌野原佑樹  中2 吉川　優太  中3 波多　陸翔  中3 堤　京之介  中2 坂下　七隆  中3 磯田　勇樹  中3 福本　琉偉  中2

はるおか和白 はるおか赤間 ｲﾄﾏﾝ太宰府 ビート唐津 武雄ＳＣ メルヘン川内 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 熊本ネオ

2:06.88 2:12.52 2:13.59 2:16.02 2:17.16 2:17.72 2:17.74 2:18.62

安井　悠斗  中3 草場　大地  中3 末松　拓磨  中3 沼田　頼人  中2 山田　聡真  中3 松元　悠聖  中3 糀谷悠太朗  中3 江﨑　侑聖  中3

ベスト熊本 アクセス佐賀 マリーン鹿本 西日本宮崎 ＫＳＧ柳川 ゆーぷる吹上 はるおか原 Nb

2:11.80 2:13.89 2:14.00 2:15.20 2:15.42 2:18.49 2:18.59 2:20.04

安井　悠斗  中3 末松　拓磨  中3 山田　聡真  中3 沼田　頼人  中2 安仲　晃英  中3 當山　朔矢  中3 松元　悠聖  中3 月迫　葉空  中2

ベスト熊本 マリーン鹿本 ＫＳＧ柳川 西日本宮崎 ＫＳＧ大橋 北谷ＳＳ ゆーぷる吹上 Nb

4:41.35 4:44.47 4:46.65 4:48.77 4:55.85 4:59.33 4:59.34 4:59.93
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2022/05/21～2022/05/22

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
渋谷琥玲亜  高1 酒井　慈英  高2 寺川琉之介  高2 本渡　星宇  高2 古閑　弘輝  高2 宮田幸生羅  高2 占部　寛樹  高1 江崎　成覇  高1

佐賀商業 ﾙﾈｻﾝｽ熊本南 ビート伊万里 ｾｲｶKAMOIKE ﾙﾈｻﾝｽ熊本南 ＸＹＺ別府 大西ＳＳ マリーン鹿本

24.15 24.17 24.29 24.39 24.47 24.55 24.68 24.92

渋谷琥玲亜  高1 酒井　慈英  高2 占部　寛樹  高1 本渡　星宇  高2 古閑　弘輝  高2 宮田幸生羅  高2 白坂　優気  高1 田中虎太朗  高2

佐賀商業 ﾙﾈｻﾝｽ熊本南 大西ＳＳ ｾｲｶKAMOIKE ﾙﾈｻﾝｽ熊本南 ＸＹＺ別府 Nb 佐賀学園高校

52.03 53.04 53.09 53.15 53.55 53.68 53.82 53.99

大会新

宮﨑　珀弥  高2 渋谷琥玲亜  高1 田中虎太朗  高2 白坂　優気  高1 江崎　成覇  高1 岩石　莉空  高1 久米　雄大  高2 鎭守　真央  高2

原田学園ＳＳ 佐賀商業 佐賀学園高校 Nb マリーン鹿本 アクセス佐賀 新飯塚 原田学園ＳＳ

1:53.24 1:55.41 1:56.68 1:57.81 1:58.19 1:59.34 1:59.94 2:00.77

宮﨑　珀弥  高2 田中虎太朗  高2 歌野原誠仁  中3 岩石　莉空  高1 久米　雄大  高2 佐藤　正崇  高1 西園　遼空  高2 原田　陽行  中3

原田学園ＳＳ 佐賀学園高校 アクセス佐賀 アクセス佐賀 新飯塚 佐賀商業 メルヘン姶良 西日本宮崎

4:04.01 4:08.83 4:11.82 4:12.25 4:12.26 4:19.66 4:22.45 4:24.49

歌野原誠仁  中3 木下　寿優  高2 原田　陽行  中3

アクセス佐賀 Nb 西日本宮崎

16:48.33  Fin. 17:26.40  Fin. 17:26.91  Fin.

8:52.51  800 9:12.46  800 9:11.83  800

寺川琉之介  高2 真崎　健伸  高1 田浦　悠羽  高1 住川　広樹  中3 岡野　航大  高1 田邉　海心  中3 鎭守　真央  高2 一瀬　稜太  高1

ビート伊万里 マリーン鹿本 ニライＳＣ 大野城ＳＣ 新飯塚 サワラＳＳ 原田学園ＳＳ 桜泳東長崎

57.17 59.14 1:00.11 1:01.91 1:02.12 1:02.25 1:02.45 1:03.21

大会新

真崎　健伸  高1 田浦　悠羽  高1 鎭守　真央  高2 濱田　真誠  高2 岡野　航大  高1 一瀬　稜太  高1 財木　　祥  高2

マリーン鹿本 ニライＳＣ 原田学園ＳＳ ウキＳＳ 新飯塚 桜泳東長崎 アレスト八代

2:07.84 2:11.85 2:15.13 2:15.29 2:15.42 2:15.81 2:20.92

丸﨑　蒼介  高1 ウォーターズ誠士  高2 島田　星翔  高2 鶴田　総司  高2 中島　周弥  高1 濵崎颯一郎  高2 有元　愛凌  高2 岩下　海響  高2

メルヘン都城 大野城ＳＣ ニライＳＣ 佐賀商業 鹿児島情報高 なめしＳＣ メルヘン川内 ｾｲｶKAMOIKE

1:05.77 1:06.15 1:06.61 1:07.56 1:08.38 1:08.71 1:08.75 1:08.92

ウォーターズ誠士  高2 丸﨑　蒼介  高1 鶴田　総司  高2 窪田　晃大  高1 島田　星翔  高2 中島　周弥  高1 中薗　慧晴  高2 有元　愛凌  高2

大野城ＳＣ メルヘン都城 佐賀商業 ビート熊本 ニライＳＣ 鹿児島情報高 メルヘン川内 メルヘン川内

2:19.52 2:19.80 2:24.78 2:28.04 2:28.19 2:28.21 2:28.30 2:29.64
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2022/05/21～2022/05/22

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
仲光　陸遥  高2 榎屋直大朗  高1 辻　　大地  高1 財木　　凌  高2 野田　絢汰  高2 白水　悠登  高2 ﾏｸﾌｧﾗﾝﾄﾞ滉良  高1 大蔵　迅汰  高2

ベスト熊本 ジェル鹿児島 マリーン大津 アレスト八代 佐賀商業 アクセス佐賀 鹿児島情報高 はるおか南

55.96 57.56 58.12 58.17 58.22 58.35 58.57 58.66

仲光　陸遥  高2 野田　絢汰  高2 木村　翔悟  高1 住川　広樹  中3 木下　寿優  高2 鳥越　慧士  中3 井ノ下直弥  高2 財木　　凌  高2

ベスト熊本 佐賀商業 ｲﾄﾏﾝ久留米 大野城ＳＣ Nb ウオタ・長崎 鹿児島情報高 アレスト八代

2:01.06 2:06.06 2:08.71 2:10.15 2:10.74 2:12.29 2:12.35 2:13.30

大会新

市丸　愛翔  高1 前田　唯人  高2 福原　悠大  高2 鮫島　漣征  高1 濵崎颯一郎  高2 吉田直太朗  中3 友野　晴斗  高1 財木　　凌  高2

アクセス佐賀 原田学園ＳＳ マリーン鹿本 Nb なめしＳＣ ｲﾄﾏﾝ太宰府 西日本宮崎 アレスト八代

2:06.17 2:09.89 2:11.28 2:12.72 2:13.49 2:14.04 2:14.51 2:14.65

大会新

仲光　陸遥  高2 市丸　愛翔  高1 前田　唯人  高2 野田　絢汰  高2 鮫島　漣征  高1 吉田直太朗  中3 濵崎颯一郎  高2 庄﨑　永真  中3

ベスト熊本 アクセス佐賀 原田学園ＳＳ 佐賀商業 Nb ｲﾄﾏﾝ太宰府 なめしＳＣ イトマン長住

4:24.49 4:29.22 4:41.55 4:42.54 4:45.24 4:46.87 4:50.78 4:52.53

大会新
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第54回 西日本年齢別選手権水泳競技大会 男子成績一覧表 17歳以上 Page 1

2022/05/21～2022/05/22

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
森山　　遼  大1 加藤　　理 小林　達郎  大2 田中　一光  大4 木山　　宝  大1 生田　悠斗  大2 市村　優弥  大1 長尾　郁哉

福岡大 山陰パナソニック 福岡大 鹿屋体育大 福岡大 福岡大 鹿屋体育大 九共大大学院

22.87 22.93 23.27 23.40 23.55 23.60 23.83 23.96

大会新 大会新

小林　達郎  大2 田中　一光  大4 森山　　遼  大1 久保　和輝  大3 生田　悠斗  大2 北川　　凜  大2 市村　優弥  大1 福浦　匠翔  高3

福岡大 鹿屋体育大 福岡大 福岡大 福岡大 福岡大 鹿屋体育大 八幡工業

50.99 51.06 51.41 51.77 51.99 52.34 52.79 52.82

新開　誠也  高3 水上　瑠日  大2 久保　和輝  大3 坂本　春空  大1 北川　　凜  大2 伊﨑　捷陽  高3 山口　汰介  高3 岩切　斗吾  大1

Nb 鹿屋体育大 福岡大 鹿屋体育大 福岡大 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ GOLD'SGYM 鹿屋体育大

1:51.55 1:51.90 1:53.76 1:55.01 1:55.33 1:56.00 1:56.20 1:56.24

水上　瑠日  大2 坂本　春空  大1 小串　爽太  大1 伊﨑　捷陽  高3 野田　京聖  大3 白坂　大輝  高3 諸熊　雄大  高3 染　　拓實  高3

鹿屋体育大 鹿屋体育大 九州共立大 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 鹿屋体育大 Nb イトマン志免 ビート長崎

3:56.93 4:03.45 4:07.04 4:07.71 4:07.94 4:10.57 4:12.10 4:12.40

野田　京聖  大3 白坂　大輝  高3 山中　柊馬  大2 諸熊　雄大  高3 熊谷　温斗  大2 三根　彗夢  高3 豊川　達也  高3 百田　淳人  高3

鹿屋体育大 Nb 九州共立大 イトマン志免 九州共立大 ビート西諫早 別府翔青高 佐賀学園高校

16:08.09  Fin. 16:21.13  Fin. 16:31.48  Fin. 16:45.05  Fin. 16:46.15  Fin. 16:53.37  Fin. 17:13.73  Fin. 17:33.80  Fin.

8:32.98  800 8:39.22  800 8:45.70  800 8:49.08  800 8:53.06  800 8:54.73  800 9:06.31  800 9:12.76  800

加藤　　理 三原　一真  大3 小野　文殊  大2 中園　剛志  大2 濱崎　　凌  大4 前田　駿太  大1 鶴丸　　尊  大2 末永　拓巳  高3

山陰パナソニック 福岡大 福岡大 鹿屋体育大 九州共立大 福岡大 福岡大 佐賀商業

55.28 56.39 56.78 57.41 57.63 58.76 59.71 1:00.29

大会新 大会新 大会新

三原　一真  大3 小野　文殊  大2 前田　駿太  大1 濱崎　　凌  大4 鶴丸　　尊  大2 多々良将紀  高3 末永　拓巳  高3 皆迫　　翼  高3

福岡大 福岡大 福岡大 九州共立大 福岡大 ＫＳＧ大橋 佐賀商業 Nb

2:03.58 2:04.78 2:05.87 2:08.62 2:10.22 2:10.65 2:13.25 2:14.06

榎田　大己  大3 當銘　真人  大4 後藤　旭登  大2 田口　恵教 直江　篤樹  大3 居石　錬成  大3 松永　将人  大3 江藤　　忍  高3

鹿屋体育大 九州共立大 ＫＳＧ大橋 原田学園ＳＳ 鹿屋体育大 鹿屋体育大 福岡大 ＪＳＳ姪浜

1:02.69 1:02.93 1:03.13 1:03.49 1:03.71 1:04.13 1:04.70 1:05.55

大会新 大会新

榎田　大己  大3 居石　錬成  大3 直江　篤樹  大3 當銘　真人  大4 池田　匡佑  大2 後藤　旭登  大2 江藤　　忍  高3 保利　瞬汰  高3

鹿屋体育大 鹿屋体育大 鹿屋体育大 九州共立大 鹿屋体育大 ＫＳＧ大橋 ＪＳＳ姪浜 ウオタ・長崎

2:14.67 2:14.95 2:15.85 2:18.97 2:19.53 2:19.61 2:20.67 2:23.15
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第54回 西日本年齢別選手権水泳競技大会 男子成績一覧表 17歳以上 Page 2

2022/05/21～2022/05/22

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 岩切　斗吾  大1 横山　栞優  大2 樋口　淳哉 米田　　瑠  大2 佐藤　勇太  大3 團　　昴星  大1 嶺　　和希  大4

Nb 鹿屋体育大 鹿屋体育大 アクシオンSS 福岡大 鹿屋体育大 福岡大 九州共立大

54.18 55.63 55.63 55.73 55.81 56.03 56.67 56.81

（同2位）

米田　　瑠  大2 前原　優真  大2 團　　昴星  大1 横山　栞優  大2 森　丈太朗  高3

福岡大 鹿屋体育大 福岡大 鹿屋体育大 唐津商業

2:01.51 2:02.43 2:05.34 2:09.05 2:10.79

中園　剛志  大2 杉浦　涼一  大1 待鳥堅太郎  高3 米田　光貴  高3 佐々木　快  大1 吉岡　舜将  大2 横山　稀帆  大3

鹿屋体育大 鹿屋体育大 GOLD'SGYM GOLD'SGYM 鹿児島大 九州共立大 鹿屋体育大

2:07.46 2:09.51 2:09.66 2:10.17 2:13.24 2:14.31 2:14.49

長川　　匠  大3 杉浦　涼一  大1 待鳥堅太郎  高3 米田　光貴  高3 百田　淳人  高3 佐々木　快  大1

福岡大 鹿屋体育大 GOLD'SGYM GOLD'SGYM 佐賀学園高校 鹿児島大

4:29.32 4:35.19 4:35.80 4:42.23 4:50.15 4:50.53
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