
第30回鹿児島県高等学校新人水泳競技大会 男子成績一覧表 Page 1

2022/08/27～2022/08/27

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
本渡　星宇  高2 森　　　想  高1 岩元　隼人  高2 甲斐　　誉  高1 鮫島　海都  高2 永山　智康  高2 古道　敬惺  高1 山下　拓馬  高2

鹿児島 鹿児島情報 甲南 鹿児島情報 甲南 川内 隼人工業 志布志

24.45 24.98 25.23 25.92 25.96 26.43 26.51 26.64

本渡　星宇  高2 森　　　想  高1 岩元　隼人  高2 河野　愛樹  高2 西園　遼空  高2 鮫島　海都  高2 藤田　海輝  高2 有田　　煌  高2

鹿児島 鹿児島情報 甲南 川内 鹿児島情報 甲南 鹿児島 鹿児島玉龍

52.97 53.74 55.53 55.53 55.63 57.30 57.48 57.62

（同3位）

宮﨑　珀弥  高2 西園　遼空  高2 松田　大空  高1 河野　愛樹  高2 中村　理樹  高2 柳園　健翔  高1 梅木　裕太  高2 藤田　海輝  高2

鹿児島 鹿児島情報 鹿児島情報 川内 鹿屋 鹿児島情報 鹿児島実業 鹿児島

1:56.33 1:59.76 2:02.19 2:03.90 2:04.91 2:05.74 2:07.49 2:11.11

宮﨑　珀弥  高2 木下　寿優  高2 中村　理樹  高2 岩切　瑠吾  高1 松田　大空  高1

鹿児島 鹿児島情報 鹿屋 鹿児島情報 鹿児島情報

4:13.62 4:24.20 4:25.62 4:26.85 4:27.67

鎭守　真央  高2 薗田　煌来  高2 甲斐　　誉  高1 川原　悠太  高2 福政　涼斗  高2 井ノ上橙和  高1 奥山　朝陽  高1 佐澤　勇祐  高2

鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島中央 松陽 鹿児島高専 甲南 曽於

29.01 30.55 30.82 31.08 31.47 31.85 33.43 34.29

白坂　優気  高1 有村　颯太  高2 上畑　瑛斗  高1 住吉　宏仁  高1 田中　涼介  高1

鹿児島情報 大島 鹿児島 鹿児島 国分

1:01.34 1:02.61 1:04.72 1:08.50 1:09.19

鎭守　真央  高2 薗田　煌来  高2 上畑　瑛斗  高1 中島　広太  高1 福政　涼斗  高2 住吉　宏仁  高1 田中　涼介  高1 佐澤　勇祐  高2

鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島 鹿児島情報 松陽 鹿児島 国分 曽於

2:14.89 2:19.08 2:22.10 2:24.44 2:26.58 2:27.71 2:29.68 2:41.42

田中　優史  高2 岩下　海響  高2 濵元　泰斗  高1 寺田　遥翔  高1 野田晃太郎  高1 中村　醍矢  高2 守屋　柊医  高2 冨ケ原陽樹  高1

甲南 鹿児島 川内 鹿児島情報 鹿児島情報 甲南 甲南 鹿児島玉龍

30.90 31.72 32.03 33.29 33.64 33.70 33.73 33.87

福澤慎之介  高2 中島　　翼  高2 田中　優史  高2 大野　陸翔  高2 吉冨　陽人  高2 有元　愛凌  高2 中島　周弥  高1 岩下　海響  高2

鹿屋 甲南 甲南 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島 鹿児島情報 鹿児島

1:05.22 1:06.77 1:06.81 1:07.89 1:08.54 1:08.75 1:09.50 1:10.17

福澤慎之介  高2 中島　　翼  高2 吉冨　陽人  高2 平田　宗慶  高1 有元　愛凌  高2 大野　陸翔  高2 中薗　慧晴  高2 中島　周弥  高1

鹿屋 甲南 鹿児島情報 甲南 鹿児島 鹿児島情報 川内 鹿児島情報

2:23.60 2:24.09 2:27.97 2:30.72 2:31.08 2:31.24 2:32.39 2:32.81

2022/08/27 14:15:41 SEIKO Swimming Results System
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2022/08/27～2022/08/27

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
ﾏｸﾌｧﾗﾝﾄﾞ滉良  高1 長濱　薩生  高2 岩切　瑠吾  高1 堀　晄太朗  高1 中山　巧海  高2 松田　惇平  高2 川畑　敦也  高2 上村凌太朗  高1

鹿児島情報 鹿児島 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿屋 鹿児島高専 甲南 樟南

26.26 27.33 27.60 27.67 28.79 28.84 29.01 29.03

榎屋直大朗  高1 西小野泰志  高1 井ノ下直弥  高2 ﾏｸﾌｧﾗﾝﾄﾞ滉良  高1 徳重　篤弥  高2 長濱　薩生  高2 篠崎　孔汰  高2 中山　巧海  高2

鹿児島 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿屋 鹿児島 鹿屋 鹿屋

57.14 57.42 58.60 58.72 1:00.47 1:01.79 1:02.26 1:05.27

榎屋直大朗  高1 井ノ下直弥  高2 西小野泰志  高1 木下　寿優  高2 徳重　篤弥  高2 篠崎　孔汰  高2 吉村　皇輝  高1

鹿児島 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿屋 鹿屋 国分

2:08.67 2:08.83 2:09.41 2:13.64 2:13.87 2:25.39 2:33.70

前田　唯人  高2 鮫島　漣征  高1 白坂　優気  高1 中薗　慧晴  高2 濵元　泰斗  高1 米永皓太郎  高1 久保　　薫  高2

鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島情報 川内 川内 国分 川内商工

2:09.77 2:11.99 2:14.07 2:22.54 2:23.59 2:23.99 2:41.65

前田　唯人  高2 鮫島　漣征  高1 長濵虎太郎  高2 米永皓太郎  高1

鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島情報 国分

4:40.39 4:43.49 4:57.13 5:13.03

鹿児島情報  高 鹿児島  高 甲南  高 鹿児島玉龍  高 川内  高 鹿屋  高 国分  高 加治木  高

白坂　優気  高1 岩下　海響  高2 鮫島　海都  高2 有田　　煌  高2 福重　大伍  高2 篠崎　孔汰  高2 片野坂昊清  高1 乾　　聡真  高1

森　　　想  高1 上畑　瑛斗  高1 中島　　翼  高2 上野　佑真  高2 寺園　　巧  高1 徳重　篤弥  高2 田中　涼介  高1 大保　結城  高2

西小野泰志  高1 有元　愛凌  高2 平田　宗慶  高1 冨ケ原陽樹  高1 三浦　侑李  高2 中山　巧海  高2 米永皓太郎  高1 中西　健翔  高1

前田　唯人  高2 本渡　星宇  高2 岩元　隼人  高2 松田　晃季  高2 永山　智康  高2 福澤慎之介  高2 吉村　皇輝  高1 樋園　遥都  高1

3:37.37  Fin. 3:47.64  Fin. 3:52.97  Fin. 3:58.10  Fin. 3:59.96  Fin. 4:00.13  Fin. 4:11.28  Fin. 4:24.53  Fin.

54.82  1st. 57.38  1st. 58.02  1st. 57.48  1st. 58.72  1st. 58.97  1st. 1:06.31  1st. 1:08.39  1st.

鹿児島情報  高 鹿児島  高 甲南  高 川内  高 鹿屋  高 国分  高 鹿児島玉龍  高 加治木  高

白坂　優気  高1 上畑　瑛斗  高1 奥山　朝陽  高1 河野　愛樹  高2 篠崎　孔汰  高2 田中　涼介  高1 上野　佑真  高2 中西　健翔  高1

吉冨　陽人  高2 有元　愛凌  高2 中島　　翼  高2 中薗　慧晴  高2 徳重　篤弥  高2 米永皓太郎  高1 冨ケ原陽樹  高1 松木　涼峨  高2

西小野泰志  高1 榎屋直大朗  高1 田中　優史  高2 濵元　泰斗  高1 中村　理樹  高2 吉村　皇輝  高1 松田　晃季  高2 乾　　聡真  高1

森　　　想  高1 藤田　海輝  高2 岩元　隼人  高2 福重　大伍  高2 中山　巧海  高2 片野坂昊清  高1 戸坂　力堂  高2 山本　大輝  高2

4:07.32  Fin. 4:14.45  Fin. 4:19.47  Fin. 4:19.72  Fin. 4:28.97  Fin. 4:41.68  Fin. 4:43.96  Fin. 5:00.50  Fin.

1:03.50  1st. 1:05.18  1st. 1:13.75  1st. 1:05.77  1st. 1:11.17  1st. 1:09.63  1st. 1:12.81  1st. 1:18.08  1st.

2022/08/27 14:15:41 SEIKO Swimming Results System
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2022/08/27～2022/08/27

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
中村　珠梨  高1 仮屋　祥子  高1 畠山　藍瑠  高2 山口　寧々  高1 萩原　寧々  高1 上野　柚葉  高1 安田　　悠  高2 尾上　陽菜  高2

鹿児島 甲南 鹿児島 尚志館 志布志 鹿児島工業 鹿児島玉龍 鹿児島中央

28.54 28.77 28.87 29.26 29.85 30.24 30.94 31.39

川村妃奈乃  高2 仮屋　祥子  高1 中村　珠梨  高1 畠山　藍瑠  高2 萩原　寧々  高1 山口　寧々  高1 石元　そら  高1 上野　柚葉  高1

鹿児島情報 甲南 鹿児島 鹿児島 志布志 尚志館 龍桜 鹿児島工業

1:00.28 1:02.05 1:03.68 1:04.94 1:05.45 1:05.49 1:06.10 1:06.41

松下　幸生  高2 師玉　胡子  高1 鮫島　七海  高1 西田　真瑚  高2 安田　愛遥  高2 吉村玲穂奈  高2

国分中央 鹿児島情報 甲南 国分 国分中央 鹿児島女子

2:12.47 2:19.84 2:21.65 2:23.06 2:35.87 3:08.38

松下　幸生  高2 中禮　葉月  高1 鮫島　七海  高1 西田　真瑚  高2 中村　　花  高1

国分中央 鹿児島実業 甲南 国分 川内

4:37.59 4:56.31 4:58.26 4:59.48 5:25.16

川畑　愛乃  高2 後藤　愛梨  高2 新納　愛香  高1 永井　優凪  高1 安田　　悠  高2 山内　彩来  高2 前村　菜子  高1 楠元　咲貴  高2

鹿児島 鹿児島玉龍 国分 鹿児島女子 鹿児島玉龍 鶴丸 鹿児島女子 出水

35.51 35.57 36.76 38.43 38.85 39.30 40.13 40.56

新福　　渚  高1 松元　梨香  高1 鶴田さくら  高1 山﨑　文馨  高1 後藤　愛梨  高2 新納　愛香  高1 立山　花鈴  高2

鹿児島情報 鹿児島情報 甲南 武岡台 鹿児島玉龍 国分 鹿児島工業

1:09.71 1:09.84 1:10.83 1:12.75 1:18.55 1:19.24 1:20.38

松元　梨香  高1 新福　　渚  高1 鶴田さくら  高1 山﨑　文馨  高1

鹿児島情報 鹿児島情報 甲南 武岡台

2:29.43 2:31.51 2:33.75 2:36.26

川畑　愛乃  高2 中野　華怜  高2 藤田　柚葵  高1 本村　美空  高1 永井　優凪  高1 尾上　陽菜  高2 中迎　愛果  高2 末吉　愛実  高1

鹿児島 鹿児島 鹿屋女子 尚志館 鹿児島女子 鹿児島中央 鹿児島女子 国分

38.45 38.77 39.54 39.71 40.32 40.33 41.50 42.99

末永　愛月  高2 皆迫　　晶  高1 中野　華怜  高2 藤田　柚葵  高1 末吉　愛実  高1 倉永　由依  高1 中迎　愛果  高2 西森　彩夏  高1

鹿児島 鹿児島純心 鹿児島 鹿屋女子 国分 武岡台 鹿児島女子 鹿児島女子

1:16.38 1:16.85 1:26.68 1:27.61 1:33.97 1:35.75 1:36.16 1:42.76

末永　愛月  高2 皆迫　　晶  高1 倉永　由依  高1 久保詩亜鈴  高2

鹿児島 鹿児島純心 武岡台 鹿児島女子

2:45.05 2:49.64 3:21.02 3:21.25
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2022/08/27～2022/08/27

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
川村妃奈乃  高2 柳　こはる  高2 小野　真佳  高1 石元　そら  高1 石澤　美華  高2 山口　　聖  高2 山野　心響  高1 横山　咲奈  高2

鹿児島情報 鹿児島 鶴丸 龍桜 鹿児島工業 加治木工業 国分 鹿児島女子

29.25 29.69 30.06 31.16 33.05 33.46 34.27 36.29

有村　幸花  高1 小野　真佳  高1 柳　こはる  高2 中村　沙希  高2 福永　倫子  高2 中禮　葉月  高1 石澤　美華  高2 山野　心響  高1

鹿児島 鶴丸 鹿児島 鹿児島女子 鹿児島女子 鹿児島実業 鹿児島工業 国分

1:07.50 1:07.72 1:08.83 1:09.20 1:09.23 1:10.04 1:16.89 1:19.78

福永　倫子  高2 中村　沙希  高2 有村　幸花  高1

鹿児島女子 鹿児島女子 鹿児島

2:33.44 2:41.21 2:42.47

早﨑　愛莉  高2 師玉　胡子  高1 赤瀬川美海  高1 本村　美空  高1 安田　愛遥  高2 山口　　聖  高2 横山　咲奈  高2 久保詩亜鈴  高2

鹿児島 鹿児島情報 鹿屋 尚志館 国分中央 加治木工業 鹿児島女子 鹿児島女子

2:25.87 2:34.84 2:36.18 2:47.25 2:55.89 2:58.86 3:10.06 3:10.36

早﨑　愛莉  高2 赤瀬川美海  高1

鹿児島 鹿屋

5:07.11 5:27.71

鹿児島情報  高 鹿児島  高 鹿児島女子  高 国分  高 鹿児島工業  高

川村妃奈乃  高2 中村　珠梨  高1 中村　沙希  高2 西田　真瑚  高2 上野　柚葉  高1

新福　　渚  高1 末永　愛月  高2 永井　優凪  高1 新納　愛香  高1 石澤　美華  高2

師玉　胡子  高1 早﨑　愛莉  高2 松本　璃子  高2 山野　心響  高1 立山　花鈴  高2

松元　梨香  高1 畠山　藍瑠  高2 福永　倫子  高2 山下　玲亜  高1 神野乃瑛美  高1

4:12.45  Fin. 4:19.49  Fin. 4:39.25  Fin. 4:43.89  Fin. 5:56.50  Fin.

1:00.47  1st. 1:04.33  1st. 1:06.15  1st. 1:06.39  1st. 1:06.76  1st.

鹿児島  高 鹿児島女子  高 国分  高 鶴丸  高

早﨑　愛莉  高2 中村　沙希  高2 新納　愛香  高1 山内　彩来  高2

末永　愛月  高2 永井　優凪  高1 末吉　愛実  高1 吉村　尚花  高1

有村　幸花  高1 福永　倫子  高2 山野　心響  高1 小野　真佳  高1

柳　こはる  高2 松本　璃子  高2 西田　真瑚  高2 田島　友萌  高1

4:40.77  Fin. 5:07.91  Fin. 5:20.22  Fin. 5:35.55  Fin.

1:09.79  1st. 1:13.98  1st. 1:19.55  1st. 1:24.99  1st.
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