
かごしま市民マスターズ 兼 小学生学年別短水路選手権

鹿児島県

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. 10 男子   25m 自由形 タイム決勝 成人共通
1/3 出水　勝隆 ジェル鹿児島    14.87 大会新

競技No. 11 男子   25m 自由形 タイム決勝 3年生以下
2/4 戸田　　湊 ジェル鹿児島 小3    18.22 大会新
2/7 有馬　大翔 エルグＳＳ 小3    18.96 大会新

競技No. 20 男子   25m 平泳ぎ タイム決勝 成人共通
1/4 平松　義幸 エルグＳＳ    21.91 大会新

競技No. 25 女子   25m バタフライ タイム決勝 成人共通
1/5 松村　有季 エイＳＳ    16.94 大会新

競技No. 27 女子   25m バタフライ タイム決勝 4年生
1/4 松本　莉愛 ｾｲｶUSUKI 小4    16.85 大会新

競技No. 41 男子   25m 背泳ぎ タイム決勝 3年生以下
2/4 田畑　友輝 ジェル鹿児島 小3    18.37 大会新

競技No. 44 男子   25m 背泳ぎ タイム決勝 6年生
1/6 赤石　隼大 ジェル鹿児島 小6    16.70 大会新

競技No. 46 女子  100m 個人メドレー タイム決勝 3年生以下
1/3 岩本　真帆 原田学園ＳＳ 小3  1:27.13 大会新

競技No. 50 男子  100m 個人メドレー タイム決勝 成人共通
1/4 馬場　勝則 メルヘン姶良  1:13.08 大会新

競技No. 51 男子  100m 個人メドレー タイム決勝 3年生以下
1/3 田畑　友輝 ジェル鹿児島 小3  1:33.71 大会新

競技No. 66 女子   50m 自由形 タイム決勝 成人共通
1/5 井手　美月 鴨池ＳＳ    29.15 大会新
1/3 安藤　陽子 エルグＳＳ    39.94 大会新

競技No. 69 女子   50m 自由形 タイム決勝 5年生
2/4 渡瀬　優花 ゆーぷる吹上 小5    29.17 大会新

競技No. 71 男子   50m 自由形 タイム決勝 成人共通
1/5 馬場　勝則 メルヘン姶良    28.38 大会新
1/2 出水　勝隆 ジェル鹿児島    33.20 大会新

競技No. 72 男子   50m 自由形 タイム決勝 3年生以下
2/4 竹下　陽大 原田学園ＳＳ 小3    35.99 大会新

競技No. 76 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 成人共通
1/4 松村　有季 エイＳＳ    40.96 大会新

競技No. 79 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 5年生
1/4 岩本　夏歩 原田学園ＳＳ 小5    37.31 大会新

競技No. 81 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 成人共通
1/4 萩原　博孝 ﾒﾙﾍﾝ鹿児島    40.60 大会新
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競技No. 87 女子   50m バタフライ タイム決勝 3年生以下
1/2 薗畠　実優 原田学園ＳＳ 小3    38.26 大会新

競技No. 99 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 5年生
1/4 濱田　莉玖 原田学園ＳＳ 小5    34.22 大会新

競技No. 102 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 3年生以下
1/3 竹下　陽大 原田学園ＳＳ 小3    42.39 大会新
1/5 田畑　友輝 ジェル鹿児島 小3    42.61 =大会

競技No. 106 女子  100m 自由形 タイム決勝 成人共通
1/4 折口とみ子 ジェル鹿児島  1:31.21 大会新

競技No. 107 女子  100m 自由形 タイム決勝 3年生以下
1/4 薗畠　実優 原田学園ＳＳ 小3  1:13.45 大会新

競技No. 109 女子  100m 自由形 タイム決勝 5年生
1/6 渡瀬　優花 ゆーぷる吹上 小5  1:06.49 大会新

競技No. 119 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 5年生
1/3 岩本　夏歩 原田学園ＳＳ 小5  1:20.73 大会新
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