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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
砥上　愛菜  小5 多田納侑桂  小5 古屋敷優有  小5 双須すみれ  小5 山田　愛菜  小5 堀下しおん  小5 古賀　小梅  小5 柴田　　唯  小5

はるおか南 筑後SS 西日本宮崎 ＪＳＳ伊都 ﾙﾈｻﾝｽ熊本南 Ｂ＆Ｇみやき GENEXイマリ TST

29.67 29.71 30.39 30.53 30.65 31.13 31.16 31.22

行徳　祐那  小5 照喜名友菜  小5 古賀　小梅  小5 濱田　莉玖  小5 古屋敷優有  小5 鳴瀬　彩夏  小5 島田　未菜  小5 緒方　季衣  小5

はるおか南 沖縄ＳＳ前田 GENEXイマリ 原田学園ＳＳ 西日本宮崎 おおとりSC ニライＳＣ 流泳館西部

34.19 34.61 34.80 35.32 35.44 35.64 35.78 36.03

福田　倫子  小5 岩本　夏歩  小5 砥上　愛菜  小5 小畑　咲槻  小5 田中　凜桜  小4 蔀　めいさ  小5 小林　瑞歩  小5 小竹　千晶  小5

西日本ダック 原田学園ＳＳ はるおか南 原田学園ＳＳ はるおか和白 おおがSS ＫＳＧ大橋 メルヘン鹿屋

36.19 38.53 38.88 39.01 39.53 39.62 39.92 39.98

大会新

柴田　　唯  小5 山田　愛菜  小5 双須すみれ  小5 砥上　愛菜  小5 古山　紅葉  小5 古賀　小梅  小5 古屋敷優有  小5 田中　凰叶  小5

TST ﾙﾈｻﾝｽ熊本南 ＪＳＳ伊都 はるおか南 はるおか赤間 GENEXイマリ 西日本宮崎 ＫＳＧ柳川

31.00 31.67 31.90 32.56 32.79 33.05 33.10 33.27

大会新

田中　凰叶  小5 岩本　夏歩  小5 小林　瑞歩  小5 柴田　　唯  小5 小畑　咲槻  小5 比嘉　彩帆  小5 堀下しおん  小5 野田　碧唯  小4

ＫＳＧ柳川 原田学園ＳＳ ＫＳＧ大橋 TST 原田学園ＳＳ 沖縄ＳＳ浦添 Ｂ＆Ｇみやき GOLD'SGYM

2:45.55 2:46.34 2:46.66 2:46.71 2:47.75 2:50.37 2:54.23 2:55.14
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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
佐々木　更  中1 雨宮　茶子  中1 梶原　颯希  小6 中村あすか  中1 西江　彩音  中1 北脇　真帆  中1 奥村レイサ  中1 和田　萌花  小6

ＫＳＧ九産大 沖縄ＳＳ名護 イトマン小郡 ＮＡＳ大分 イトマン古賀 はるおか赤間 ウキＳＳ メルヘン鹿屋

28.24 28.57 28.85 28.91 29.45 29.62 29.68 29.69

佐々木　更  中1 梶原　颯希  小6 南部　　詩  中1 前ノ園杏奈  中1 副島　日向  中1 於保　明沙  中1 和田　萌花  小6 小藤　生毬  小6

ＫＳＧ九産大 イトマン小郡 桜泳大川ＳＳ 原田学園ＳＳ ようどう館佐 ビート小城 メルヘン鹿屋 はるおか南

1:00.93 1:02.54 1:02.68 1:03.60 1:03.75 1:04.41 1:04.72 1:04.77

村上　実理  中1 於保　明沙  中1 小藤　生毬  小6 前ノ園杏奈  中1 副島　日向  中1 志岐　瑠香  小6 波多野愛來  中1 金三津波音  中1

ベスト若宮 ビート小城 はるおか南 原田学園ＳＳ ようどう館佐 サワラＳＳ ＮＡＳ大分 ＫＳＧときわ

2:15.13 2:15.88 2:15.96 2:15.97 2:17.36 2:20.15 2:20.88 2:21.91

佐々木　更  中1 大田　華蓮  中1 三﨑　悠加  中1 宮里　真子  中1 定直美代子  小6 山口　莉瑚  中1 野﨑菜希羽  中1 古堅　璃子  小6

ＫＳＧ九産大 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＫＳＧ大橋 沖縄SS豊見城 ＪＳＳ姪浜 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ メルヘン中山 沖縄ＳＳ浦添

31.28 32.28 32.30 33.06 33.17 33.32 33.47 33.69

三﨑　悠加  中1 村上　実理  中1 大田　華蓮  中1 志岐　瑠香  小6 草場　伊咲  小5 定直美代子  小6 野﨑菜希羽  中1 田村　百花  小6

ＫＳＧ大橋 ベスト若宮 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ サワラＳＳ イトマン志免 ＪＳＳ姪浜 メルヘン中山 イトマン志免

1:08.11 1:09.07 1:09.34 1:10.06 1:11.25 1:11.67 1:12.07 1:12.47

宮﨑　琉夏  中1 神崎　日葵  中1 雨宮　茶子  中1 三好　　心  小6 宿　文皓明  中1 堀田　紗和  小6 秦　まなみ  中1 古島　美空  小6

サワラＳＳ SACOT 沖縄ＳＳ名護 はるおか和白 ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽ熊本南 直方ＳＳ野上 アレスト八代

35.00 35.07 35.12 35.13 35.92 36.95 37.00 37.50

田中　珀娃  中1 神崎　日葵  中1 宮﨑　琉夏  中1 雨宮　茶子  中1 宿　文皓明  中1 平田　空来  小5 秦　まなみ  中1 堀田　紗和  小6

ＫＳＧ柳川 SACOT サワラＳＳ 沖縄ＳＳ名護 ＸＹＺ別府 はるおか原 直方ＳＳ野上 ﾙﾈｻﾝｽ熊本南

1:13.47 1:15.93 1:16.12 1:16.15 1:19.25 1:19.85 1:22.38 1:22.86

武田　璃花  中1 内田　　葵  小6 北脇　真帆  中1 南部　　詩  中1 宮原愛莉香  小6 石田　瑛菜  小6 西江　彩音  中1 深田菜々美  中1

ﾋﾞｰﾄ北九州 E-LAND はるおか赤間 桜泳大川ＳＳ はるおか水巻 サワラＳＳ イトマン古賀 ＫＳＧ八代

29.84 30.01 30.64 30.95 31.00 31.12 31.12 31.15

（同6位）

中村あすか  中1 内田　　葵  小6 武田　璃花  中1 石田　瑛菜  小6 外山　結稀  中1 福田　千和  中1 磯田陽菜乃  小6 戌亥　望美  中1

ＮＡＳ大分 E-LAND ﾋﾞｰﾄ北九州 サワラＳＳ フィットピア E-LAND ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 原田学園ＳＳ

1:05.36 1:07.65 1:07.85 1:08.26 1:09.33 1:10.18 1:10.24 1:10.59

田中　珀娃  中1 村上　実理  中1 草場みさき  中1 草場　伊咲  小5 小藤　生毬  小6 松井ひなた  小6 長　　桃香  小5 倉橋　美羽  小6

ＫＳＧ柳川 ベスト若宮 アクセス佐賀 イトマン志免 はるおか南 サワラＳＳ はるおか南 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

2:26.36 2:27.76 2:31.87 2:33.43 2:37.18 2:37.59 2:38.05 2:39.06
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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
秋高　実昇  中3 平良吏美華  中2 北﨑　杏奈  中2 山崎美衣奈  中3 古賀　眞奈  中3 野元　咲葵  中3 山下凛々花  中2 足立　惺南  中3

GOLD'SGYM 沖縄SS豊見城 ＫＳＧときわ イトマン長住 ＫＳＧ大橋 ｾｲｶKAMOIKE はるおか原 ＸＹＺ別府

26.44 26.92 27.51 28.09 28.16 28.19 28.26 28.33

大会新 大会新

秋高　実昇  中3 壹岐ひなた  中3 田中　陽向  中3 平良吏美華  中2 白壁　瞳子  中3 土井　悠永  中2 北野　優希  中2 野元　咲葵  中3

GOLD'SGYM 桜泳大牟田SS サワラＳＳ 沖縄SS豊見城 イトマン志免 ｲﾄﾏﾝ久留米 コナミ徳力 ｾｲｶKAMOIKE

57.25 57.97 59.00 59.48 59.61 1:00.18 1:00.62 1:00.84

大会新 大会新

白壁　瞳子  中3 田中　陽向  中3 北野　優希  中2 黒田ゆきの  中2 池田　悠菜  中3 薗田　朱莉  中1 塩田　朱梨  中3 近藤　瑠南  中3

イトマン志免 サワラＳＳ コナミ徳力 イトマン八女 イトマン長住 原田学園ＳＳ はるおか山口 サワラＳＳ

2:08.77 2:09.26 2:10.88 2:13.28 2:13.55 2:13.61 2:14.39 2:14.77

池田　莉央  中2 黒田ゆきの  中2 山下　　心  中3 池田　悠菜  中3 江里口愛瑠  中3 一丸実緒子  中3 杉浦　　怜  中3 宮村　春花  中2

イトマン八女 イトマン八女 ベスト熊本 イトマン長住 新飯塚 福岡金子ＳＳ 桜泳大牟田SS E-LAND

4:26.59 4:32.19 4:35.88 4:39.29 4:44.47 4:46.17 4:46.64 4:46.81

山下　　心  中3 一丸実緒子  中3 新垣　心晴  中2 久保　紅葉  中3 梅田　　光  中3 木村　柚穂  中2 山本百日花  中2

ベスト熊本 福岡金子ＳＳ 北谷ＳＳ ＫＩＳ諫早 寺子屋水泳部 ｲﾄﾏﾝ久留米 ＫＳＧ八代

9:26.77 9:45.98 9:54.18 9:54.99 9:57.38 9:59.27 10:14.63

金納　乙生  中3 渕上　真奈  中3 藤田　結葵  中2 松永　心愛  中3 薗田　朱莉  中1 柴尾　　紬  中1 川瀬　水紅  中2 北﨑　杏奈  中2

GOLD'SGYM 長崎ＳＣ ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ 沖縄SS豊見城 原田学園ＳＳ はるおか赤間 沖縄ＳＳ前田 ＫＳＧときわ

1:05.27 1:05.70 1:07.93 1:07.96 1:08.47 1:09.36 1:09.41 1:09.90

金納　乙生  中3 川瀬　水紅  中2 渕上　真奈  中3 三﨑　悠加  中1 中山　　碧  中3 宇田　蒼衣  中2 中村　結愛  中3 吉田　　陽  中3

GOLD'SGYM 沖縄ＳＳ前田 長崎ＳＣ ＫＳＧ大橋 はるおか原 はるおか小倉 はるおか和白 大西ＳＳ

2:21.59 2:24.63 2:24.81 2:28.16 2:29.21 2:31.62 2:31.74 2:32.82

西野　紗永  中2 大田　朱莉  中2 國料　姫菜  中2 吉田　藍深  中3 下条　岬希  中3 児玉　聖来  中3 小野あかり  中3 山野　美羽  中2

ｲﾄﾏﾝ久留米 マリーン大津 RISE アクセス佐賀 ビート伊万里 ﾒﾙﾍﾝ鹿児島 ｲﾄﾏﾝ太宰府 ゆーぷる吹上

1:13.71 1:14.87 1:15.09 1:16.66 1:17.51 1:17.73 1:18.17 1:18.19

大田　朱莉  中2 吉田　藍深  中3 國料　姫菜  中2 本田ののか  中3 小野あかり  中3 沖　千絵里  中2 児玉　聖来  中3 植田恵里花  中3

マリーン大津 アクセス佐賀 RISE 筑後SS ｲﾄﾏﾝ太宰府 ＫＳＧ太宰府 ﾒﾙﾍﾝ鹿児島 ＫＳＧときわ

2:38.26 2:39.79 2:43.12 2:46.99 2:47.05 2:47.26 2:47.92 2:48.22

池田　莉央  中2 山下凛々花  中2 石田　陽菜  中3 塩田　朱梨  中3 佐渡島　楓  中2 池下樹莉亜  中2 有村　友希  中3 平尾　　悠  中1

イトマン八女 はるおか原 サワラＳＳ はるおか山口 桜泳イシイ 原田学園ＳＳ Nb はるおか原

1:02.91 1:04.63 1:05.32 1:05.56 1:06.81 1:07.47 1:07.73 1:07.82
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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
池田　莉央  中2 山下凛々花  中2 石田　陽菜  中3 池下樹莉亜  中2 小倉　苺歌  中2 安里　美輝  中2 鳥原　美悠  中3

イトマン八女 はるおか原 サワラＳＳ 原田学園ＳＳ 大西ＳＳ 沖縄ＳＳ前田 アレスト八代

2:20.23 2:23.56 2:23.96 2:25.40 2:35.10 2:36.24 2:39.10

村上ゆずは  中3 有村　友希  中3 古賀　穂波  中3 髙木　美玖  中2 平尾　　悠  中1 久保田綺星  中2 安里　美輝  中2 石田　遥菜  中2

ベスト熊本 Nb イトマン長住 イトマン長住 はるおか原 はるおか赤間 沖縄ＳＳ前田 はるおか和白

2:25.94 2:27.54 2:30.19 2:30.27 2:30.32 2:32.74 2:34.90 2:36.86

村上ゆずは  中3 安里　美輝  中2 吉田　藍深  中3

ベスト熊本 沖縄ＳＳ前田 アクセス佐賀

5:10.89 5:21.42 5:21.70
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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
池崎　心春  高2 中村つばさ  中3 中村　珠梨  高1 川村妃奈乃  高2 大塚　優花  高2 大城　妃央  高1 宮野さくら  高1 多々良愛海  高2

コナミ徳力 アゼリア２１ ｾｲｶKAMOIKE メルヘン鹿屋 KSG福岡ｶﾎSS 沖縄SS豊見城 瓊浦 ＫＳＧ大橋

27.05 27.28 28.08 28.16 28.36 28.37 28.62 28.66

池崎　心春  高2 中村つばさ  中3 川村妃奈乃  高2 井手　天舞  高1 池田　紗雪  高2 大城　妃央  高1 中村　珠梨  高1 坂上きらり  高2

コナミ徳力 アゼリア２１ メルヘン鹿屋 佐賀商業 イトマン長住 沖縄SS豊見城 ｾｲｶKAMOIKE 西日本宮崎

58.17 1:00.04 1:00.17 1:01.81 1:01.92 1:01.95 1:01.96 1:02.08

大塚　優花  高2 松下　幸生  高2 井手　天舞  高1 大迫　美乃  高1 瀬津優美香  高1 岩﨑　月南  高2

KSG福岡ｶﾎSS メルヘン姶良 佐賀商業 フェニックス ベスト熊本 ベスト熊本

2:10.81 2:11.85 2:11.96 2:13.64 2:14.93 2:16.16

小串　優佳  高2 松下　幸生  高2 岩﨑　月南  高2 大塚　優花  高2 大迫　美乃  高1

ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 メルヘン姶良 ベスト熊本 KSG福岡ｶﾎSS フェニックス

4:31.59 4:36.50 4:39.09 4:42.56 4:48.56

小串　優佳  高2 岩﨑　月南  高2

ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 ベスト熊本

9:25.21 9:39.46

小西　　新  高1 宮里　理子  高1 上野　日優  高1 栗原　円佳  高1 下村　優紀  中3 松元　梨香  高1 草場　胡美  中3 池田　実央  中3

ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ 沖縄SS豊見城 ビート長崎 ベスト若宮 メルヘン川内 鹿児島情報高 イトマン志免 イトマン古賀

1:04.46 1:06.47 1:06.96 1:07.39 1:08.36 1:08.57 1:09.06 1:11.79

小西　　新  高1 宮里　理子  高1 栗原　円佳  高1 松元　梨香  高1 下村　優紀  中3 多々良愛海  高2 新福　　渚  高1

ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ 沖縄SS豊見城 ベスト若宮 鹿児島情報高 メルヘン川内 ＫＳＧ大橋 ﾒﾙﾍﾝ鹿児島

2:19.25 2:24.32 2:25.81 2:26.16 2:27.26 2:30.94 2:31.25

堀田　紗弥  高2 皆迫　　晶  高1 石田　未来  高1 西村　嶺羽  高1 末永　愛月  高2 中武　美優  高1 吉野　彩希  高1

ﾙﾈｻﾝｽ熊本南 Nb 大西ＳＳ 桜泳ミキ21 メルヘン姶良 ビート宮崎 大分市ＳＳ

1:14.16 1:15.48 1:15.54 1:16.24 1:17.54 1:17.99 1:20.19

中武　美優  高1 皆迫　　晶  高1 堀田　紗弥  高2 石田　未来  高1 末永　愛月  高2

ビート宮崎 Nb ﾙﾈｻﾝｽ熊本南 大西ＳＳ メルヘン姶良

2:42.63 2:43.02 2:43.54 2:43.92 2:44.04

川村妃奈乃  高2 梅本　安珠  中3 石井　若葉  高2 野中　琴音  高2 坂本カリナ  中3 柳　こはる  高2 髙平　亜美  高1

メルヘン鹿屋 はるおか赤間 佐賀商業 ＡＬＷＡＹＳ ようどう館大 セイカＡＭＵ ＫＳＧときわ

1:04.27 1:06.80 1:06.96 1:07.86 1:08.00 1:08.19 1:09.67
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第54回 西日本年齢別選手権水泳競技大会 女子成績一覧表 15-16歳 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
石井　若葉  高2

佐賀商業

2:28.95

早﨑　愛莉  高2 瀬津優美香  高1 栗原　円佳  高1 兼城　乙華  高2 向井　　彩  高2

Nb ベスト熊本 ベスト若宮 具志川ＳＳ 佐賀商業

2:23.90 2:26.37 2:27.73 2:27.93 2:31.16

早﨑　愛莉  高2 瀬津優美香  高1 兼城　乙華  高2 向井　　彩  高2 藤本　彩希  高2

Nb ベスト熊本 具志川ＳＳ 佐賀商業 桜泳ミキ21

5:06.78 5:07.74 5:17.42 5:17.95 5:28.27

2022/05/22 16:10:35 SEIKO Swimming Results System
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第54回 西日本年齢別選手権水泳競技大会 女子成績一覧表 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
久保田梨琉  大2 仲田　　葵  大1 有村　咲希  大1 谷口　涼菜  高3 榎並　　蘭  高2 伊藤　香乃  大3 廣瀬　文乃 山中　すず  高3

鹿屋体育大 鹿屋体育大 鹿屋体育大 コナミ城南 ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 鹿屋体育大 マリーン鹿本 大西ＳＳ

25.94 26.45 27.31 27.44 27.48 27.49 27.53 27.66

大会新 大会新

久保田梨琉  大2 森田　眞心  高3 津隈　由子  大1 後野　真衣  大1 伊藤　香乃  大3 有村　咲希  大1 髙森　愛子  高3 山中　すず  高3

鹿屋体育大 大野城ＳＣ 鹿屋体育大 鹿屋体育大 鹿屋体育大 鹿屋体育大 マリーン鹿本 大西ＳＳ

56.46 57.59 57.98 58.15 58.77 58.84 59.19 59.52

大会新 大会新

津隈　由子  大1 端野　咲紀  大4 岡　　莉子  大2 牛島　未空  大1 渡辺　三空  大3 髙森　愛子  高3 山田　春音  高3 池ノ上綾乃  高3

鹿屋体育大 鹿屋体育大 鹿屋体育大 マリーン鹿本 九州共立大 マリーン鹿本 佐賀学園高校 Nb

2:05.36 2:05.42 2:07.51 2:08.52 2:09.68 2:10.04 2:11.19 2:11.62

瀬津菜々美  高3 端野　咲紀  大4 宮﨑　彩子  大2 岡　　莉子  大2 牛島　未空  大1 中野　帆波  大2 山田　春音  高3 江原　奈穂  大3

ベスト熊本 鹿屋体育大 福岡大 鹿屋体育大 マリーン鹿本 鹿屋体育大 佐賀学園高校 九州共立大

4:19.05 4:25.69 4:26.49 4:26.83 4:28.21 4:31.89 4:36.37 4:37.69

瀬津菜々美  高3 宮﨑　彩子  大2 牛島　未空  大1 鹿島　理子  大3 永嶌　莉子  大2 江原　奈穂  大3

ベスト熊本 福岡大 マリーン鹿本 はるおか赤間 九州共立大 九州共立大

9:00.61 9:11.15 9:16.96 9:22.58 9:28.86 9:36.09

森田　眞心  高3 西柳　　凜  高3 山田　彩華  高3 西田　亜未  大4 絹川　唯花  高3 牧　　結菜  高3

大野城ＳＣ ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ ビート長崎 九州共立大 ＫＳＧときわ アレスト八代

1:02.85 1:07.00 1:08.30 1:08.93 1:09.43 1:11.96

森田　眞心  高3 小山田季未  大1 西柳　　凜  高3 渡辺　陽向  高3

大野城ＳＣ ｲﾄﾏﾝ太宰府 ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ 沖縄SS豊見城

2:14.19 2:24.58 2:27.29 2:30.97

熊川　菜穂  高3 大迫　詩乃  大3 中村　美海  大3 黒田　絢子  大1 下村　桃子  大3 築地　咲花  高3 上畑　真彩  高3

大野城ＳＣ 九州共立大 福岡大 鹿屋体育大 福岡大 ＫＳＧ大橋 ジェル鹿児島

1:12.81 1:13.86 1:14.92 1:15.33 1:16.04 1:17.48 1:19.62

大迫　詩乃  大3 熊川　菜穂  高3 榎田　礼花  高3 中村　美海  大3 上畑　真彩  高3

九州共立大 大野城ＳＣ Nb 福岡大 ジェル鹿児島

2:34.90 2:39.19 2:41.56 2:43.50 2:47.93

仲田　　葵  大1 川口里利央  大2 高橋ハナコ  高3 小山田季未  大1 髙﨑　真衣  大1 長森　花楓  大2 田中さくら  大3 寺坂　優里  大3

鹿屋体育大 ＪＳＳ姪浜 GOLD'SGYM ｲﾄﾏﾝ太宰府 福岡大 福岡大 鹿屋体育大 鹿屋体育大

1:01.50 1:01.53 1:01.79 1:02.44 1:02.61 1:02.65 1:02.88 1:03.56
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第54回 西日本年齢別選手権水泳競技大会 女子成績一覧表 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
後野　真衣  大1 高橋ハナコ  高3 田中さくら  大3 長森　花楓  大2 髙﨑　真衣  大1 川口里利央  大2 小江佳穂美  高3

鹿屋体育大 GOLD'SGYM 鹿屋体育大 福岡大 福岡大 ＪＳＳ姪浜 サワラＳＳ

2:13.83 2:15.20 2:16.32 2:16.99 2:18.62 2:20.86 2:26.59

大会新 大会新

後野　真衣  大1 吉原　杏実  大4 有村　咲希  大1 下条　樹希  高3 西河　美咲  高3 原　　千尋  高3 絹川　唯花  高3 山田　彩華  高3

鹿屋体育大 鹿屋体育大 鹿屋体育大 ビート伊万里 メルヘン都城 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＫＳＧときわ ビート長崎

2:20.08 2:20.08 2:24.46 2:26.80 2:28.79 2:28.79 2:31.23 2:34.08

（同1位） （同5位）

瀬津菜々美  高3 吉原　杏実  大4 榎田　礼花  高3 永嶌　莉子  大2 下条　樹希  高3 鹿島　理子  大3 原　　千尋  高3 西河　美咲  高3

ベスト熊本 鹿屋体育大 Nb 九州共立大 ビート伊万里 はるおか赤間 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ メルヘン都城

4:56.69 4:57.48 5:00.92 5:06.43 5:13.17 5:15.10 5:18.46 5:19.49

2022/05/22 16:13:00 SEIKO Swimming Results System
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