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2022/06/12～2022/06/12

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
馬渡　友希  中1 田中　琉心  中1 中村　斗雅  中1 座安　心太  中1 江嶋　優和  中1 小嶺恵太朗  中1 阿久根佳芙  中1 東條　聖央  中1

東串良 国分南 鴨池 金久 西陵 川内南 伊敷台 武

28.12 28.72 28.79 28.80 29.00 29.48 29.67 29.89

岡村　相佑  中1 馬渡　友希  中1 田中　琉心  中1 小嶺恵太朗  中1 中村　斗雅  中1 加世田侑弥  中1 鮫島　和志  中1 江嶋　優和  中1

伊集院 東串良 国分南 川内南 鴨池 武 城西 西陵

1:00.36 1:00.48 1:04.54 1:04.69 1:05.29 1:05.74 1:05.78 1:06.91

児玉　来夢  中1 鮫島　和志  中1 木下　愛翔  中1 座安　心太  中1

伊敷 城西 加治木 金久

4:54.22 5:03.10 5:10.73 5:19.36

冨ヶ原航樹  中1 阿久根佳芙  中1 川畑　琉維  中1 本野　翔太  中1 清水　悠太  中1 山下　大地  中1 馬立　航希  中1 岩本　天斗  中1

吉野 伊敷台 第一鹿屋 蒲生 坂元 吉野東 宮之城 日当山

1:08.16 1:08.74 1:12.94 1:18.66 1:18.76 1:22.30 1:25.20 1:28.40

冨ヶ原航樹  中1 岡村　相佑  中1 川畑　琉維  中1

吉野 伊集院 第一鹿屋

2:25.47 2:26.30 2:36.78

松山翔太郎  中1 東條　聖央  中1 甲斐　悠聖  中1 小畑　篤幸  中1 富重直太朗  中1 前原　潤世  中1 徳丸　昊希  中1 三浦　和之  中1

北 武 谷山 桜丘 帖佐 鹿大附属 志布志 帖佐

1:18.20 1:20.55 1:22.08 1:23.76 1:23.92 1:24.79 1:25.02 1:25.89

松山翔太郎  中1 甲斐　悠聖  中1 富重直太朗  中1 小畑　篤幸  中1 中村　仁郎  中1 有村　絢喜  中1 川畑心旺太  中1 北島　里桃  中1

北 谷山 帖佐 桜丘 南 鹿屋 鹿大附属 名瀬

2:48.01 2:55.25 2:55.70 3:01.35 3:06.42 3:12.27 3:14.95 3:17.09

別府　伸悟  中1 座安　心太  中1 児玉　来夢  中1 谷口　凛空  中1 吉松　貫佑  中1 伊瀬知昊孜  中1 皛納　蓮斗  中1

田崎 金久 伊敷 志布志 西陵 頴娃 名瀬

1:09.17 1:09.80 1:10.04 1:13.19 1:16.38 1:31.75 1:33.64

別府　伸悟  中1

田崎

2:29.81

岡村　相佑  中1 児玉　来夢  中1 松山翔太郎  中1 中村　仁郎  中1 吉松　貫佑  中1 徳丸　昊希  中1 皛納　蓮斗  中1

伊集院 伊敷 北 南 西陵 志布志 名瀬

2:29.52 2:33.35 2:35.91 2:47.88 2:49.03 2:52.68 3:10.87
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2022/06/12～2022/06/12

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
西小野友靖  中2 山衛守礼央  中2 宮脇　英汰  中2 柳川　　翔  中2 藤野　舜任  中2 久保　　彪  中2 淺井　　蓮  中2 重田　瑠依  中2

帖佐 武岡 星峯 西陵 城西 枕崎 吉野 金久

26.25 26.25 27.34 27.35 27.61 27.90 27.90 28.06

（同1位） （同6位）

山衛守礼央  中2 森山　瑛志  中2 中村　憲正  中2 宮脇　英汰  中2 藤野　舜任  中2 菊浦　　漣  中2 淺井　　蓮  中2 柳川　　翔  中2

武岡 坂元 楠隼 星峯 城西 鹿児島玉龍 吉野 西陵

57.73 58.79 59.49 1:00.97 1:01.59 1:02.24 1:02.26 1:02.37

月迫　葉空  中2 森山　瑛志  中2 西園　蒼生  中2 中村　憲正  中2 揖宿　勇輝  中2 前村　周宥  中2

吉野 坂元 帖佐 楠隼 重富 吉野東

4:26.35 4:37.45 4:48.72 4:51.39 5:23.69 5:28.27

有田　悠希  中2 伊牟田士道  中2 吉田　大喜  中2 松田　大吾  中2 山口　泰明  中2 濱川　蒼空  中2 堀之内太一  中2 松村尚太朗  中2

吉野東 大姶良 名瀬 清水 城西 名瀬 吉野 山

1:03.42 1:03.57 1:09.99 1:11.89 1:12.26 1:13.13 1:23.67 1:28.39

伊牟田士道  中2 有田　悠希  中2 吉田　大喜  中2 濱川　蒼空  中2

大姶良 吉野東 名瀬 名瀬

2:14.55 2:15.83 2:29.70 2:37.23

中２新 中２新

原　　琉翔  中2 西元　望裕  中2 谷口　文太  中2 小竹　爽隼  中2 麓　　結吾  中2 角園　煌斗  中2 八反丸和哲  中2 用貝　康多  中2

鹿屋東 明和 楠隼 第一鹿屋 名瀬 坊津学園 修学館 横川

1:13.84 1:14.14 1:20.40 1:21.76 1:22.21 1:24.45 1:27.12 1:27.73

月迫　葉空  中2 西元　望裕  中2 原　　琉翔  中2 小竹　爽隼  中2 谷口　文太  中2 麓　　結吾  中2 名島　壮太  中2

吉野 明和 鹿屋東 第一鹿屋 楠隼 名瀬 金久

2:35.26 2:41.82 2:43.38 2:53.85 2:56.48 3:00.57 3:43.60

西小野友靖  中2 堀之内一惺  中2 重田　瑠依  中2 森　琉太朗  中2 濵崎　優真  中2 西園　蒼生  中2 川枝　滉青  中2 帖地　陽昊  中2

帖佐 第一鹿屋 金久 川内南 和田 帖佐 城西 伊敷

1:01.87 1:04.83 1:04.98 1:08.50 1:10.77 1:12.05 1:12.79 1:16.75

西小野友靖  中2 森　琉太朗  中2 堀之内一惺  中2 重田　瑠依  中2

帖佐 川内南 第一鹿屋 金久

2:24.21 2:26.36 2:29.20 2:33.74

月迫　葉空  中2 中村　憲正  中2 松田　大吾  中2

吉野 楠隼 清水

2:23.23 2:28.99 2:33.96
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2022/06/12～2022/06/12

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
江﨑　侑聖  中3 森満　智也  中3 西村　昊晟  中3 森　　大和  中3 加籠　來愛  中3 鳥越　元太  中3 長田央二朗  中3 井上　佳樹  中3

万世 武 城西 末吉 志布志 鴨池 名瀬 帖佐

25.40 25.81 25.98 26.23 26.46 26.56 27.03 27.05

江﨑　侑聖  中3 森満　智也  中3 西村　昊晟  中3 迫田　陽貴  中3 井上　佳樹  中3 濵田　琉翔  中3 森　　大和  中3 柳田　直廣  中3

万世 武 城西 伊集院 帖佐 隼人 末吉 南

55.75 57.29 57.54 58.37 58.64 58.87 59.49 1:00.05

江﨑　侑聖  中3 松元　悠聖  中3 中薗　利仁  中3 森満　智也  中3 長田央二朗  中3 鮫島　　涼  中3 實方　亮仁  中3 下内　凜人  中3

万世 金峰 川内中央 武 名瀬 松元 鹿屋東 金久

4:25.29 4:27.09 4:30.44 4:35.62 4:43.65 4:52.53 5:11.51 5:15.89

迫田　陽貴  中3 中原　大斗  中3 内山　心温  中3 柳田　直廣  中3 岩本駿志朗  中3 五嶋　　響  中3 小嶺倫太朗  中3 德重　　蓮  中3

伊集院 第一鹿屋 隼人 南 川内南 吉野 川内南 伊集院北

1:03.95 1:07.04 1:07.56 1:08.33 1:11.46 1:12.72 1:13.66 1:14.58

迫田　陽貴  中3 川村　侑大  中3 中原　大斗  中3 内山　心温  中3 岩本駿志朗  中3 岩元　耀祐  中3 栗栖　良汰  中3 五嶋　　響  中3

伊集院 伊集院 第一鹿屋 隼人 川内南 万世 名瀬 吉野

2:16.16 2:20.73 2:27.39 2:29.82 2:34.18 2:35.50 2:39.40 2:42.99

西　建志郎  中3 下　　祐矢  中3 加籠　來愛  中3 菊永　拓海  中3 藤田　幸輝  中3 平田　怜大  中3 川迫　由暉  中3 田中　絡貴  中3

鹿大附属 谷山 志布志 吉田南 川内中央 松元 第一鹿屋 城西

1:09.89 1:10.62 1:10.81 1:12.22 1:13.58 1:14.14 1:16.26 1:17.42

加籠　來愛  中3 菊永　拓海  中3 平田　怜大  中3 西　建志郎  中3 下　　祐矢  中3 川迫　由暉  中3 大平　朔椰  中3 阿部ハイマ  中3

志布志 吉田南 松元 鹿大附属 谷山 第一鹿屋 伊敷 赤徳

2:32.55 2:41.16 2:42.85 2:42.90 2:43.38 2:46.65 2:50.47 2:54.47

井川寛太朗  中3 坂下　七隆  中3 谷仲　　遊  中3 大樂亘太朗  中3 西　　良太  中3 松元　悠聖  中3 川村　侑大  中3 松下　凜琥  中3

出水 川内南 名瀬 武岡 日吉学園 金峰 伊集院 加治木

59.55 1:00.98 1:02.79 1:02.79 1:03.46 1:03.62 1:03.86 1:04.13

（同3位）

坂下　七隆  中3 井川寛太朗  中3 冨山　蒼翔  中3 西　　良太  中3 四元　正真  中3 谷仲　　遊  中3 鶴田　峰雪  中3 大山　　悠  中3

川内南 出水 舞鶴 日吉学園 第一鹿屋 名瀬 吉野 名瀬

2:14.60 2:18.38 2:20.89 2:21.04 2:27.45 2:27.76 2:31.73 2:56.47

藤﨑　龍星  中3 中薗　利仁  中3 長田央二朗  中3 濵田　琉翔  中3 藤田　幸輝  中3 岩元　耀祐  中3 重永　　豪  中2 秋元　寛太  中3

川内南 川内中央 名瀬 隼人 川内中央 万世 川内南 田崎

2:23.99 2:24.02 2:24.12 2:28.20 2:28.97 2:31.66 2:33.17 2:35.97
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2022/06/12～2022/06/12

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
城西  中 帖佐  中 川内南  中 名瀬  中 川内中央  中 吉野A  中 第一鹿屋  中 武  中

西村　昊晟  中3 西園　蒼生  中2 坂下　七隆  中3 長田央二朗  中3 山﨑　陽太  中3 淺井　　蓮  中2 堀之内一惺  中2 森満　智也  中3

田中　絡貴  中3 宇和房地広人  中3 藤﨑　龍星  中3 栗栖　良汰  中3 山之口悠雅  中3 五嶋　　響  中3 四元　正真  中3 東條　聖央  中1

笹沢　奏斗  中3 西小野友靖  中2 小嶺倫太朗  中3 吉田　大喜  中2 藤田　幸輝  中3 月迫　葉空  中2 中原　大斗  中3 加世田侑弥  中1

川枝　滉青  中2 井上　佳樹  中3 山田　優生  中3 谷仲　　遊  中3 中薗　利仁  中3 鶴田　峰雪  中3 川迫　由暉  中3 岩田　悠人  中3

3:58.85  Fin. 4:00.68  Fin. 4:00.83  Fin. 4:04.22  Fin. 4:06.35  Fin. 4:11.65  Fin. 4:11.84  Fin. 4:13.94  Fin.

57.37  1st. 1:02.37  1st. 59.26  1st. 59.02  1st. 1:02.69  1st. 1:02.14  1st. 1:01.57  1st. 57.62  1st.

川内南  中 第一鹿屋  中 吉野A  中 名瀬  中 川内中央  中 城西  中 帖佐  中 出水  中

岩本駿志朗  中3 中原　大斗  中3 五嶋　　響  中3 吉田　大喜  中2 山之口悠雅  中3 笹沢　奏斗  中3 西小野友靖  中2 宮﨑　　元  中3

藤﨑　龍星  中3 川迫　由暉  中3 月迫　葉空  中2 栗栖　良汰  中3 藤田　幸輝  中3 田中　絡貴  中3 本渡　千皓  中3 上野　悠翔  中3

坂下　七隆  中3 四元　正真  中3 鶴田　峰雪  中3 谷仲　　遊  中3 中薗　利仁  中3 川枝　滉青  中2 西園　蒼生  中2 井川寛太朗  中3

小嶺倫太朗  中3 堀之内一惺  中2 淺井　　蓮  中2 長田央二朗  中3 山﨑　陽太  中3 西村　昊晟  中3 井上　佳樹  中3 牧山蒼一朗  中2

4:29.14  Fin. 4:30.03  Fin. 4:32.60  Fin. 4:34.33  Fin. 4:34.96  Fin. 4:39.02  Fin. 4:43.51  Fin. 4:45.36  Fin.

1:11.50  1st. 1:07.30  1st. 1:11.36  1st. 1:09.25  1st. 1:13.92  1st. 1:10.93  1st. 1:14.31  1st. 1:19.63  1st.
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2022/06/12～2022/06/12

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
前ノ園杏奈  中1 西田　　栞  中1 外城戸あかり  中1 中村　友紀  中1 矢越ひより  中1 瀬戸山千聖  中1 税所　理子  中1 安田　　和  中1

星峯 重富 鹿児島玉龍 城西 頴娃 星峯 鴨池 吉野

29.97 30.19 30.29 30.44 31.17 31.83 32.15 32.21

薗田　朱莉  中1 西田　　栞  中1 矢越ひより  中1 瀬戸山千聖  中1 松原　天音  中1 長濵亜加梨  中1 松本　萌愛  中1 井手　優実  中1

谷山北 重富 頴娃 星峯 金峰 西陵 南 武

1:03.33 1:07.56 1:08.05 1:12.09 1:12.64 1:13.17 1:13.90 1:14.26

前ノ園杏奈  中1 濱田　稟心  中1 矢越ひより  中1

星峯 谷山 頴娃

4:52.16 5:07.29 5:15.46

野﨑菜希羽  中1 中村　友紀  中1 税所　理子  中1 四元　真心  中1 安田　　和  中1 田中　悠月  中1 松原　天音  中1

皇徳寺 城西 鴨池 第一鹿屋 吉野 城西 金峰

1:11.86 1:14.39 1:19.80 1:21.38 1:21.94 1:24.66 1:27.78

薗田　朱莉  中1 野﨑菜希羽  中1

谷山北 皇徳寺

2:28.10 2:37.37

中薗　佑文  中1 大漉　真綾  中1 郡山　和花  中1 瀬戸山千聖  中1 川元　　音  中1 迫　咲希歩  中1 上野　優梨  中1 井ノ上莉瑚  中1

川内中央 出水 第一鹿屋 星峯 金久 皇徳寺 横川 横川

1:23.07 1:29.24 1:29.25 1:30.74 1:34.00 1:39.64 1:43.57 1:44.56

中薗　佑文  中1 大漉　真綾  中1 郡山　和花  中1 川元　　音  中1

川内中央 出水 第一鹿屋 金久

2:57.48 3:09.11 3:09.25 3:21.51

戌亥　望美  中1 濱田　稟心  中1 勇田　希久  中1 地主園和奏  中1

谷山 谷山 帖佐 日当山

1:11.37 1:13.21 1:19.58 1:22.78

勇田　希久  中1

帖佐

2:52.09

薗田　朱莉  中1 外城戸あかり  中1 戌亥　望美  中1 地主園和奏  中1

谷山北 鹿児島玉龍 谷山 日当山

2:32.39 2:39.09 2:44.63 3:05.20

2022/06/12 15:40:21 SEIKO Swimming Results System

平泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 200m 

タイム決勝

バタフライ 
 100m 

タイム決勝

バタフライ 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 200m 

タイム決勝

自由形 
  50m 

タイム決勝

自由形 
 100m 

タイム決勝

自由形 
 400m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 200m 

タイム決勝
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2022/06/12～2022/06/12

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
平川　千夏  中2 衣川くるみ  中2 藤田　美葵  中2 安海　香奈  中1 田中　　夢  中2 西　　美結  中2 鬼塚　真央  中2 川添　蒼月  中2

坂元 松元 第一鹿屋 川内南 重富 城西 蒲生 松元

28.77 29.24 29.25 29.93 29.96 30.05 30.69 30.77

藤田　美葵  中2 髙田　　蒼  中2 平川　千夏  中2 鬼塚　真央  中2 安海　香奈  中1 川添　蒼月  中2 岩下　沙葵  中2 園田　　優  中2

第一鹿屋 星峯 坂元 蒲生 川内南 松元 鴨池 吉野

1:03.28 1:03.83 1:04.54 1:05.70 1:06.37 1:06.41 1:09.31 1:10.45

髙田　　蒼  中2 飯田　明莉  中2 中島あすか  中2 前田　梨花  中2 山野　美羽  中2 重田　珠優  中2 圓山　りん  中2

星峯 第一鹿屋 伊集院 西紫原 金峰 吉野 名瀬

4:56.85 5:02.19 5:03.41 5:13.57 5:15.41 5:38.25 5:40.31

藤田　結葵  中2 福原　未祐  中2 松林穂乃実  中2 西　　美結  中2 芝﨑　　楽  中2 軸屋　芽依  中2 稲荷田梓望  中2 右田　彩夏  中2

第一鹿屋 志布志 蒲生 城西 吉野東 城西 吉野 出水

1:09.02 1:13.12 1:15.00 1:17.43 1:18.76 1:24.80 1:25.55 1:32.22

藤田　結葵  中2 福原　未祐  中2 松林穂乃実  中2 稲荷田梓望  中2

第一鹿屋 志布志 蒲生 吉野

2:36.16 2:41.29 2:42.05 3:08.13

國料　姫菜  中2 山野　美羽  中2 原田　莉子  中2 畑　なずな  中2 竹ノ上由安  中2 圓山　りん  中2 末廣　沙羅  中2

吉野 金峰 第一鹿屋 金久 吉松 名瀬 鹿大附属

1:14.97 1:17.43 1:21.50 1:26.81 1:29.68 1:43.38 1:45.10

國料　姫菜  中2 原田　莉子  中2 畑　なずな  中2

吉野 第一鹿屋 金久

2:42.63 3:01.35 3:05.66

池下樹莉亜  中2 井ノ口凛佳  中2 中島あすか  中2 中川路万緑  中2 肥後　杏香  中2

和田 第一鹿屋 伊集院 西紫原 鹿児島玉龍

1:08.12 1:10.04 1:10.73 1:18.64 1:20.54

池下樹莉亜  中2 井ノ口凛佳  中2

和田 第一鹿屋

2:27.62 2:44.13

衣川くるみ  中2 前田　梨花  中2 中園　にこ  中2 上村　きら  中2 田中　聖羅  中2

松元 西紫原 東串良 大崎 東谷山

2:40.44 2:41.41 2:50.28 2:58.62 3:00.03

2022/06/12 15:33:57 SEIKO Swimming Results System

平泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 200m 

タイム決勝

バタフライ 
 100m 

タイム決勝

バタフライ 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 200m 

タイム決勝

自由形 
  50m 

タイム決勝

自由形 
 100m 

タイム決勝

自由形 
 400m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 200m 

タイム決勝
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2022/06/12～2022/06/12

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
野元　咲葵  中3 下村　優紀  中3 脇　　聖菜  中3 本田　依子  中3 北　百々花  中3 久保田紗那  中3 城ヶ原光風音  中3 藤本　はな  中3

鴨池 川内中央 加治木 鴨池 皇徳寺 第一鹿屋 武 鹿児島第一

28.04 29.65 29.75 29.79 30.11 30.19 30.32 30.45

野元　咲葵  中3 有村　友希  中3 脇　　聖菜  中3 北　百々花  中3 城ヶ原光風音  中3 久保田紗那  中3 久永　莉瑚  中3 餅越　蘭羅  中3

鴨池 祁答院 加治木 皇徳寺 武 第一鹿屋 谷山 阿久根

1:01.24 1:02.54 1:04.99 1:07.36 1:07.44 1:07.51 1:07.87 1:08.45

丸田　妃乃  中3 山口　梨杏  中3

大口中央 横川

5:38.95 6:06.02

下村　優紀  中3 渡邊つぐ美  中3 前薗　ひな  中3 西園友生菜  中3 加納　香子  中3 中村　心香  中3 久木田　悠  中2 宮本　恵来  中3

川内中央 伊敷台 伊敷台 日当山 金久 川内北 舞鶴 大崎

1:09.20 1:12.94 1:13.79 1:25.43 1:26.14 1:26.93 1:30.72 1:34.83

渡邊つぐ美  中3 前薗　ひな  中3 加納　香子  中3

伊敷台 伊敷台 金久

2:33.28 2:47.03 3:04.31

児玉　聖来  中3 餅越　蘭羅  中3 石田　柚羽  中3 宮田野乃花  中3 吉元　愛月  中3 秋吉　里咲  中3 植村　心花  中3 花山　颯桜  中3

伊敷台 阿久根 出水 金久 横川 清水 帖佐 日当山

1:17.28 1:29.10 1:30.16 1:32.24 1:35.76 1:36.05 1:36.76 1:40.67

児玉　聖来  中3 石田　柚羽  中3 宮田野乃花  中3 秋吉　里咲  中3

伊敷台 出水 金久 清水

2:50.93 3:08.16 3:20.01 3:24.15

鶴田佳奈実  中3 内倉　侑空  中3 柳　ちなつ  中3 清田優季乃  中3

加治木 鹿屋 甲南 名瀬

1:09.63 1:09.91 1:27.37 1:36.30

有村　友希  中3 内倉　侑空  中3

祁答院 鹿屋

2:28.43 2:35.18

有村　友希  中3 鶴田佳奈実  中3 城ヶ原光風音  中3 白木凉々葵  中3 萩平　萌佳  中3 宮田野乃花  中3 山口　梨杏  中3 有留　真佑  中3

祁答院 加治木 武 坂元 吉野東 金久 横川 金峰

2:29.90 2:38.31 2:41.04 2:43.54 2:53.70 2:59.96 3:07.06 3:09.13

2022/06/12 15:34:10 SEIKO Swimming Results System

平泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 200m 

タイム決勝

バタフライ 
 100m 

タイム決勝

バタフライ 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 200m 

タイム決勝

自由形 
  50m 

タイム決勝

自由形 
 100m 

タイム決勝

自由形 
 400m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 200m 

タイム決勝
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2022/06/12～2022/06/12

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
第一鹿屋  中 鴨池  中 星峯  中 谷山  中 伊敷台  中 川内中央  中 重富  中 吉野B  中

藤田　美葵  中2 本田　依子  中3 前ノ園杏奈  中1 濱田　稟心  中1 渡邊つぐ美  中3 本田　柚那  中3 田中　　夢  中2 重田　珠優  中2

藤田　結葵  中2 岩下　沙葵  中2 瀬戸山千聖  中1 久永　莉瑚  中3 児玉　聖来  中3 中薗　佑文  中1 西田　　栞  中1 園田　　優  中2

飯田　明莉  中2 税所　理子  中1 塩田　陽渚  中3 戌亥　望美  中1 小脇　碧海  中3 福田　咲彩  中2 竹ノ内寧々  中1 稲荷田梓望  中2

久保田紗那  中3 野元　咲葵  中3 髙田　　蒼  中2 森　　愛珠  中3 前薗　ひな  中3 下村　優紀  中3 尾畑　遼香  中2 國料　姫菜  中2

4:22.64  Fin. 4:29.70  Fin. 4:30.17  Fin. 4:34.30  Fin. 4:36.74  Fin. 4:37.83  Fin. 4:44.22  Fin. 4:48.26  Fin.

1:03.48  1st. 1:08.67  1st. 1:04.61  1st. 1:07.16  1st. 1:08.42  1st. 1:10.72  1st. 1:05.58  1st. 1:12.84  1st.

第一鹿屋  中 伊敷台  中 川内中央  中 鴨池  中 城西  中 鹿児島玉龍  中 金久  中 和田  中

藤田　結葵  中2 渡邊つぐ美  中3 下村　優紀  中3 税所　理子  中1 中村　友紀  中1 小園瑛玲奈  中2 加納　香子  中3 上大川　杏  中1

原田　莉子  中2 児玉　聖来  中3 中薗　佑文  中1 本田　依子  中3 軸屋　芽依  中2 小原優理那  中2 宮田野乃花  中3 揚野　愛佳  中1

井ノ口凛佳  中2 前薗　ひな  中3 本田　柚那  中3 野元　咲葵  中3 西　　美結  中2 肥後　杏香  中2 畑　なずな  中2 池下樹莉亜  中2

藤田　美葵  中2 小脇　碧海  中3 福田　咲彩  中2 岩下　沙葵  中2 田中　悠月  中1 外城戸あかり  中1 川元　　音  中1 上林山詩乃  中2

4:48.01  Fin. 4:59.13  Fin. 5:11.03  Fin. 5:11.94  Fin. 5:20.18  Fin. 5:37.84  Fin. 5:44.10  Fin. 5:44.57  Fin.

1:11.37  1st. 1:13.35  1st. 1:09.60  1st. 1:22.79  1st. 1:15.95  1st. 1:24.93  1st. 1:25.21  1st. 1:34.14  1st.

2022/06/12 15:34:59 SEIKO Swimming Results System

フリーリレー 
4x100m 

タイム決勝

メドレーリレー 
4x100m 

タイム決勝


