
第５６回鹿児島市市民体育大会水泳競技大会
市民大会
鹿児島市鴨池公園水泳プール

組/水路 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

競技No. 3 女子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 中学生
1/5 ｾｲｶKAMOIKE (税所　理子      ) 中学    35.40  2:11.47 GR
1/4 伊敷台中 (渡邊つぐ美      ) 中学    33.02  2:12.11 GR

競技No. 15 女子   50m 自由形 タイム決勝 成年
1/2 安藤　陽子 エルグＳＳ    39.39 大会新

競技No. 16 男子   50m 自由形 タイム決勝 成年
4/4 澤本伸之輔 漉泳会    23.79 大会新
4/6 小段　洋樹 TEAM　KKC    25.85 大会新

競技No. 23 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 成年
1/7 冨永あかり 鴨池ＳＳ    33.25 大会新

競技No. 31 女子   50m バタフライ タイム決勝 成年
1/7 小野田ゆり ﾒﾙﾍﾝ鹿児島    47.29 大会新
1/1 前野美智江 エルグＳＳ    48.60 大会新

競技No. 35 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 中学生
2/4 國料　姫菜 RISE 中2    33.36 大会新

競技No. 39 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 成年
1/2 河野ふき子 鴨池ＳＳ    57.64 大会新

競技No. 40 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 成年
1/2 萩原　博孝 ﾒﾙﾍﾝ鹿児島    40.29 大会新

競技No. 41 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 小学生
1/4 三角　莉子 ジェル鹿児島 小6  2:33.65 大会新

競技No. 48 男子  100m 個人メドレー タイム決勝 成年
1/3 小段　洋樹 TEAM　KKC  1:08.25 大会新

競技No. 51 女子  100m 自由形 タイム決勝 中学生
2/4 野元　咲葵 ｾｲｶKAMOIKE 中3  1:00.89 大会新

競技No. 60 男子  100m バタフライ タイム決勝 中学生
1/5 西村　昊晟 ジェル鹿児島 中3    59.96 大会新

競技No. 63 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 中学生
2/4 國料　姫菜 RISE 中2  1:12.98 大会新

競技No. 69 女子   25m 自由形 タイム決勝 成年
1/4 中山さくら 鴨池ＳＳ    14.98 大会新
1/6 恒吉　玲佳 鴨池ＳＳ    17.05 大会新
1/3 中窪　美佳 はまだ水泳    17.29 大会新

競技No. 70 男子   25m 自由形 タイム決勝 成年
3/6 澤本伸之輔 漉泳会    10.87 大会新
3/3 小段　洋樹 TEAM　KKC    12.00 大会新

競技No. 72 男子   25m 背泳ぎ タイム決勝 小学生
1/4 赤石　隼大 ジェル鹿児島 小6    16.47 大会新
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競技No. 73 女子   25m 背泳ぎ タイム決勝 成年
1/4 冨永あかり 鴨池ＳＳ    15.98 大会新
1/3 重永　郁子 エルグＳＳ    21.22 大会新

競技No. 74 男子   25m 背泳ぎ タイム決勝 成年
1/8 五嶋　瑞季 ﾒﾙﾍﾝ鹿児島    14.76 大会新

競技No. 76 男子   25m バタフライ タイム決勝 小学生
2/3 福元　結貴 ﾒﾙﾍﾝ鹿児島 小6    14.85 大会新

競技No. 77 女子   25m バタフライ タイム決勝 成年
1/3 能見　広美 鴨池ＳＳ    19.48 大会新

競技No. 78 男子   25m バタフライ タイム決勝 成年
1/5 西山　松二 ﾒﾙﾍﾝ鹿児島    14.62 大会新
1/6 佐藤　　稔 ジェル鹿児島    15.71 =大会

競技No. 79 女子   25m 平泳ぎ タイム決勝 小学生
1/4 三角　莉子 ジェル鹿児島 小6    16.38 大会新

競技No. 80 男子   25m 平泳ぎ タイム決勝 小学生
2/4 永井　登麻 ジェル鹿児島 小6    18.71 大会新

競技No. 81 女子   25m 平泳ぎ タイム決勝 成年
1/4 安藤　陽子 エルグＳＳ    23.04 大会新
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