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2022/08/05～2022/08/06

会場  鹿児島県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
尾花　昴星  中3 石橋　侑大  中3 山下　紘輝  中3 西村　昊晟  中3 照屋　光星  中3 髙比良竜一  中3 松永　蒼生  中3 比嘉　凛俊  中2

福・内浜 福・広徳 大・判田 鹿・城西 沖・美東 長・小江原 熊・県立宇土 沖・港川

24.83 25.01 25.24 25.39 25.48 25.56 25.69 26.11

左藤　優貴  中3 小林　拓海  中3 中園　陸斗  中2 尾花　昴星  中3 西村　昊晟  中3 照屋　光星  中3 橋本　輝仁  中3 藤本　拓真  中2

大・判田 沖・真和志 福・天拝 福・内浜 鹿・城西 沖・美東 佐・昭栄 熊・北　部

53.36 53.86 53.94 54.21 56.15 56.39 56.63 57.08

左藤　優貴  中3 中園　陸斗  中2 小林　拓海  中3 谷口　　巧  中3 藤原　琉誠  中3 長田央二朗  中3 安東　希渉  中3 吉野　修平  中3

大・判田 福・天拝 沖・真和志 長・早岐 熊・嘉　島 鹿・名瀬 大・城東 福・筑紫野

1:56.78 1:57.45 1:58.98 2:03.02 2:03.15 2:04.43 2:04.81 2:05.25

安井　悠斗  中3 飯盛　悠汰  中3 吉野　修平  中3 歌野原誠仁  中3 岩永　琉聖  中3 平田真太郎  中2 原田　陽行  中3 冨山　蒼翔  中3

熊・飽　田 福・城山 福・筑紫野 佐・鍋島 佐・思斉館 長・喜々津 宮・檍 鹿・舞鶴

4:04.89 4:05.52 4:13.18 4:13.58 4:22.61 4:25.51 4:27.58 4:33.05

安井　悠斗  中3 飯盛　悠汰  中3 岩永　琉聖  中3 歌野原誠仁  中3 平田真太郎  中2 西　　良太  中3 安仲　晃英  中3 古川　悠斗  中2

熊・飽　田 福・城山 佐・思斉館 佐・鍋島 長・喜々津 鹿・日吉学園 福・宮竹 長・平戸

16:15.41  Fin. 16:28.50  Fin. 16:49.55  Fin. 16:52.51  Fin. 17:25.17  Fin. 17:32.38  Fin. 17:33.28  Fin. 17:34.16  Fin.

8:35.31  800 8:35.91  800 8:55.80  800 8:53.18  800 9:15.71  800 9:16.34  800 9:16.57  800 9:20.59  800

森田　脩嗣  中3 西田　瑞稀  中2 迫田　陽貴  中3 坂口　将斗  中3 林田　陽音  中3 西山　一歩  中3 岡元　悠浬  中2 梶原　悟史  中3

福・板付 福・大和 鹿・伊集院 熊・三　和 熊・鶴　城 佐・牛津 宮・宮大附属 大・日田東部

59.02 1:00.72 1:01.97 1:02.49 1:02.61 1:02.62 1:02.66 1:02.66

（同7位）

森田　脩嗣  中3 西田　瑞稀  中2 梶原　悟史  中3 西山　一歩  中3 迫田　陽貴  中3 林田　陽音  中3 仲宗根裕也  中2 坂口　将斗  中3

福・板付 福・大和 大・日田東部 佐・牛津 鹿・伊集院 熊・鶴　城 沖・具志川 熊・三　和

2:09.22 2:13.98 2:15.11 2:15.12 2:15.83 2:15.89 2:16.47 2:18.33

牟田　　蒼  中3 加甲　泰聖  中3 北村　歩夢  中3 野中　龍生  中1 太田　　陸  中3 田尻　春樹  中3 藤本　千博  中3 後藤　豊貴  中2

福・平野 熊・八代第四 佐・北茂安 佐・金泉 沖・山内 熊・西合志南 福・平尾 大・碩田

1:04.62 1:04.92 1:05.74 1:06.32 1:07.63 1:07.72 1:08.99 1:10.33

加甲　泰聖  中3 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 太田　　陸  中3 加籠　來愛  中3

熊・八代第四 佐・北茂安 福・平野 佐・金泉 福・大野 熊・菊池南 沖・山内 鹿・志布志

2:20.89 2:21.42 2:21.73 2:23.09 2:25.64 2:27.44 2:30.07 2:32.21
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2022/08/05～2022/08/06

会場  鹿児島県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 波多　陸翔  中3 西小野友靖  中2 松永　蒼生  中3 河本　裕久  中2 井川寛太朗  中3 堤　京之介  中2

福・照葉 福・岡垣東 佐・鬼塚 鹿・帖佐 熊・県立宇土 沖・琉大附属 鹿・出水 佐・中央校

57.23 57.27 58.22 59.07 59.42 59.60 59.62 1:00.03

三好　　優  中3 住川　広樹  中3 永田慎一郎  中3 井川寛太朗  中3 堤　京之介  中2 鳥越　慧士  中3 坂下　七隆  中3 河本　裕久  中2

福・照葉 福・春日西 佐・鳥栖西 鹿・出水 佐・中央校 長・諫高附属 鹿・川内南 沖・琉大附属

2:07.58 2:09.43 2:12.41 2:13.80 2:14.49 2:14.50 2:16.21 2:19.90

沼田　頼人  中2 吉田直太朗  中3 山下　紘輝  中3 岡村　　澪  中2 當山　朔矢  中3 松元　悠聖  中3 鳥越　慧士  中3 佐藤　想良  中3

宮・吾田 福・大野 大・判田 福・三宅 沖・桑江 鹿・金峰 長・諫高附属 佐・致遠館

2:10.98 2:11.61 2:16.03 2:17.89 2:19.51 2:20.11 2:20.49 2:23.23

沼田　頼人  中2 山田　聡真  中3 吉田直太朗  中3 大原　輝也  中2 當山　朔矢  中3 松元　悠聖  中3 中村　陽希  中3 内田　　匠  中2

宮・吾田 福・柳南 福・大野 長・桜が原 沖・桑江 鹿・金峰 佐・城北 熊・大津北

4:38.30 4:42.11 4:42.66 4:57.60 4:59.13 5:00.04 5:04.07 5:07.85

大・判田  中 福・朝倉甘木  中 鹿・城西  中 熊・京陵  中 福・内浜  中 長・桜が原  中 熊・鶴城  中 佐・北茂安  中

池﨑　　結  中3 後藤　琢己  中3 西村　昊晟  中3 大濱　壮太  中3 伊藤　健太  中3 立花　琉真  中2 田中　悠大  中3 山下　慶大  中3

山下　紘輝  中3 大下　怜玖  中3 田中　絡貴  中3 山路　大悟  中2 萬燈　諒祐  中1 堀内　悠汰  中3 松本　陽登  中3 飯田　勝統  中2

上野　優真  中3 中野　蕾樹  中1 笹沢　奏斗  中3 松島　　瑞  中2 尾花　昴星  中3 柴原　涼太  中2 林田　陽音  中3 蒲原　颯真  中2

左藤　優貴  中3 中嶋　　稜  中2 藤野　舜任  中2 東　　克旺  中2 本田　　諒  中3 大原　輝也  中2 長﨑　叶都  中3 山本　志星  中1

3:45.28  Fin. 3:48.91  Fin. 3:54.00  Fin. 3:56.80  Fin. 3:56.90  Fin. 3:57.64  Fin. 3:57.69  Fin. 4:10.18  Fin.

大会新

58.87  1st. 56.15  1st. 56.59  1st. 56.60  1st. 58.37  1st. 57.80  1st. 1:01.04  1st. 1:01.39  1st.

大・判田  中 福・朝倉甘木  中 福・大野  中 佐・北茂安  中 熊・鶴城  中 熊・京陵  中 長・桜が原  中 大・日田東部  中

池﨑　　結  中3 中野　蕾樹  中1 吉田直太朗  中3 飯田　勝統  中2 林田　陽音  中3 関　　隆斗  中3 立花　琉真  中2 髙橋洸乃介  中1

上野　優真  中3 子川万梛斗  中3 横山　　蒼  中3 北村　歩夢  中3 田中　悠大  中3 松島　　瑞  中2 堀内　悠汰  中3 小野　蒼琉  中3

左藤　優貴  中3 後藤　琢己  中3 工藤　綾真  中3 山本　志星  中1 松本　陽登  中3 東　　克旺  中2 大原　輝也  中2 梶原　悟史  中3

山下　紘輝  中3 中嶋　　稜  中2 市野　正人  中3 蒲原　颯真  中2 長﨑　叶都  中3 大濱　壮太  中3 柴原　涼太  中2 渡辺　悠太  中2

4:09.57  Fin. 4:13.44  Fin. 4:15.37  Fin. 4:19.53  Fin. 4:19.81  Fin. 4:22.52  Fin. 4:24.56  Fin. 4:31.41  Fin.

1:05.88  1st. 1:02.17  1st. 1:03.16  1st. 1:08.68  1st. 1:02.84  1st. 1:09.73  1st. 1:05.25  1st. 1:12.07  1st.
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2022/08/05～2022/08/06

会場  鹿児島県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
平良吏美華  中2 中村つばさ  中3 大橋　林晏  中3 北﨑　杏奈  中2 野元　咲葵  中3 大嶋心々寧  中3 増丸　亜希  中2 足立　惺南  中3

沖・金城 熊・阿　蘇 福・柳城 福・志徳 鹿・鴨池 熊・千　丁 長・大村 大・滝尾

26.57 27.18 27.40 27.59 27.91 28.02 28.04 28.19

壹岐ひなた  中3 田中　陽向  中3 平良吏美華  中2 中村つばさ  中3 前川　結衣  中3 野元　咲葵  中3 宮村　春花  中2 足立　惺南  中3

福・大牟田甘木 福・原 沖・金城 熊・阿　蘇 長・日野 鹿・鴨池 熊・託　麻 大・滝尾

58.55 59.06 59.46 1:00.01 1:00.39 1:00.94 1:02.41 1:02.58

壹岐ひなた  中3 白壁　瞳子  中3 前川　結衣  中3 木下　七海  中3 宮村　春花  中2 新垣　心晴  中2 平島　香子  中3 前ノ園杏奈  中1

福・大牟田甘木 福・筑紫女学園 長・日野 熊・ﾙｰﾃﾙ学院 熊・託　麻 沖・山内 佐・鳥栖西 鹿・星峯

2:08.31 2:09.86 2:10.69 2:12.23 2:13.68 2:15.16 2:15.42 2:16.49

木下　七海  中3 池野　花栞  中3 黒田ゆきの  中2 亀山　美月  中1 久保　紅葉  中3 副島　日向  中1 亀井　　杏  中3 於保　明沙  中1

熊・ﾙｰﾃﾙ学院 熊・西合志 福・輝翔館 福・城西 長・北諫早 佐・城東 大・臼杵西 佐・小城

4:35.50 4:35.97 4:36.06 4:39.45 4:44.43 4:44.44 4:47.57 4:49.33

亀山　美月  中1 池野　花栞  中3 久保　紅葉  中3 黒田ゆきの  中2 亀井　　杏  中3 山本百日花  中2 新垣　心晴  中2 於保　明沙  中1

福・城西 熊・西合志 長・北諫早 福・輝翔館 大・臼杵西 熊・竜　北 沖・山内 佐・小城

9:29.48 9:35.21 9:41.16 9:49.43 9:49.67 9:59.47 10:00.60 10:04.41

宇野凛々杏  中1 宇野　杏里  中2 渕上　真奈  中3 松永　心愛  中3 鶴山　彩絢  中2 下村　優紀  中3 川瀬　水紅  中2 藤田　結葵  中2

福・三輪 福・三輪 長・緑が丘 沖・豊見城 熊・県立八代 鹿・川内中央 沖・安岡 鹿・第一鹿屋

1:04.55 1:05.41 1:06.00 1:07.49 1:07.89 1:08.11 1:08.34 1:09.56

濱田　咲希  中3 宇野凛々杏  中1 渕上　真奈  中3 川瀬　水紅  中2 薗田　朱莉  中1 下村　優紀  中3 松永　心愛  中3 吉田　　陽  中3

福・福岡城南 福・三輪 長・緑が丘 沖・安岡 鹿・谷山北 鹿・川内中央 沖・豊見城 大・中津緑ヶ丘

2:20.50 2:21.66 2:24.34 2:25.62 2:26.86 2:28.93 2:29.92 2:30.05

田中　珀娃  中1 大田　朱莉  中2 國料　姫菜  中2 西野　紗永  中2 吉田　藍深  中3 下条　岬希  中3 雨宮　茶子  中1 児玉　聖来  中3

福・山川 熊・阿蘇西原 鹿・吉野 福・江南 佐・鍋島 長・志佐 沖・名護 鹿・伊敷台

1:12.89 1:13.66 1:14.36 1:14.46 1:15.28 1:15.58 1:16.61 1:17.45

大田　朱莉  中2 吉田　藍深  中3 西野　紗永  中2 宮﨑　琉夏  中1 雨宮　茶子  中1 下条　岬希  中3 國料　姫菜  中2 神﨑　日葵  中1

熊・阿蘇西原 佐・鍋島 福・江南 福・福岡田隈 沖・名護 長・志佐 鹿・吉野 大・昭和

2:35.39 2:36.24 2:39.35 2:40.73 2:43.06 2:43.36 2:43.38 2:46.14

池田　莉央  中2 奥川　夏実  中3 大嶋心々寧  中3 村上ゆずは  中3 小田　ゆき  中3 山下凛々花  中2 坂本カリナ  中3 増丸　亜希  中2

福・広川 大・別府西 熊・千　丁 熊・尚　絅 大・南大分 福・高取 佐・金泉 長・大村

1:02.16 1:03.33 1:03.67 1:04.57 1:04.71 1:05.44 1:06.72 1:07.06
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2022/08/05～2022/08/06

会場  鹿児島県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 奥川　夏実  中3 小田　ゆき  中3 石田　陽菜  中3 有村　友希  中3 福田　樹里  中3 池下樹莉亜  中2 鳥原　美悠  中3

福・広川 大・別府西 大・南大分 福・壱岐 鹿・祁答院 熊・託　麻 鹿・和田 熊・八代第四

2:14.62 2:16.14 2:21.05 2:22.42 2:24.83 2:24.94 2:28.09 2:28.65

宮﨑　　愛  中3 梅本　安珠  中3 有村　友希  中3 平島　香子  中3 槙野　咲喜  中3 安里　美輝  中2 藤崎　充希  中3 吉田　美紅  中3

福・志免東 福・自由ヶ丘 鹿・祁答院 佐・鳥栖西 宮・宮崎東 沖・琉大附属 熊・八代第三 熊・八代第一

2:22.61 2:26.52 2:27.59 2:28.78 2:30.70 2:30.97 2:34.78 2:34.93

梅本　安珠  中3 村上ゆずは  中3 濱田　咲希  中3 安里　美輝  中2 槙野　咲喜  中3 藤崎　充希  中3 遠間　月朋  中1 外城戸あかり  中1

福・自由ヶ丘 熊・尚　絅 福・福岡城南 沖・琉大附属 宮・宮崎東 熊・八代第三 沖・宜野湾 鹿・鹿児島玉龍

5:05.85 5:07.83 5:08.02 5:19.05 5:22.17 5:28.48 5:34.26 5:34.93

大・滝尾  中 福・志免東  中 熊・八代第一  中 鹿・第一鹿屋  中 熊・託麻  中 福・朝倉甘木  中 鹿・鴨池  中 沖・豊見城  中

大田　芽依  中3 草場　胡美  中3 牧　　愛花  中3 藤田　結葵  中2 宮村　春花  中2 佐藤　優衣  中3 本田　依子  中3 松永　心愛  中3

大田　華鈴  中1 花田　　琴  中2 光永　美咲  中3 藤田　美葵  中2 中原　ゆい  中3 薙野　美海  中3 岩下　沙葵  中2 町田　一華  中2

波多野愛來  中1 濵﨑　花鈴  中2 牧　　彩花  中3 飯田　明莉  中2 福田　樹里  中3 鶴本　千里  中2 税所　理子  中1 高江洲里菜  中1

足立　惺南  中3 宮﨑　　愛  中3 吉田　美紅  中3 久保田紗那  中3 福田　千和  中1 窪山　琴音  中2 野元　咲葵  中3 津森　美嬉  中2

4:14.15  Fin. 4:15.06  Fin. 4:19.89  Fin. 4:20.12  Fin. 4:22.59  Fin. 4:22.89  Fin. 4:27.46  Fin. 4:33.66  Fin.

1:03.88  1st. 1:03.22  1st. 1:04.46  1st. 1:04.61  1st. 1:02.70  1st. 1:03.55  1st. 1:07.17  1st. 1:05.00  1st.

福・志免東  中 鹿・第一鹿屋  中 福・香椎第１  中 大・滝尾  中 熊・託麻  中 沖・豊見城  中 鹿・伊敷台  中 熊・鶴城  中

草場　胡美  中3 藤田　結葵  中2 和田まさき  中3 大田　華蓮  中1 福田　千和  中1 松永　心愛  中3 渡邊つぐ美  中3 濱田　真唯  中1

宮﨑　　愛  中3 原田　莉子  中2 安藤　香奈  中3 波多野桃愛  中3 宮村　春花  中2 津森　美嬉  中2 児玉　聖来  中3 米田のぞみ  中3

花田　　琴  中2 井ノ口凛佳  中2 萬　真由香  中1 足立　惺南  中3 福田　樹里  中3 町田　一華  中2 前薗　ひな  中3 田辺　百花  中3

濵﨑　花鈴  中2 藤田　美葵  中2 齊野咲桜子  中3 大田　芽依  中3 中原　ゆい  中3 高江洲里菜  中1 小脇　碧海  中3 甲斐　望愛  中3

4:36.65  Fin. 4:44.47  Fin. 4:47.14  Fin. 4:47.18  Fin. 4:51.94  Fin. 4:52.34  Fin. 4:52.42  Fin. 5:02.20  Fin.

1:08.38  1st. 1:10.83  1st. 1:12.89  1st. 1:11.14  1st. 1:12.13  1st. 1:08.45  1st. 1:11.86  1st. 1:12.65  1st.
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