
鹿児島スイムフェスティバル水泳競技大会

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. 6 男子 4x50m フリーリレー タイム決勝 中学生
2/4 ジェル鹿児島 (前田　康太      ) 中学    25.48  1:42.18 TR

競技No. 11 女子  100m 個人メドレー タイム決勝 成年
1/4 井手　美月 鴨池ＳＳ  1:14.05 大会新

競技No. 14 男子  100m 個人メドレー タイム決勝 成年
1/5 平松　義幸 エルグＳＳ  1:47.61 大会新

競技No. 18 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 高校生
1/4 前田　唯人 原田学園ＳＳ 高2  2:05.97 大会新

競技No. 23 女子  100m 自由形 タイム決勝 成年
1/4 折口とみ子 ジェル鹿児島  1:30.56 大会新

競技No. 32 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 高校生
1/4 松元　梨香 メルヘン中山 高1  1:05.06 大会新

競技No. 53 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 成年
1/5 松村　有季 エイＳＳ  1:28.86 大会新
1/4 二宮有佳子 エルグＳＳ  1:30.88 大会新

競技No. 57 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝 高校生
1/5 中島　　翼 甲南 高2  1:04.52 大会新

競技No. 58 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝 成年
2/3 小竹　　蓮 TEAM　KKC  1:02.09 大会新
1/3 宿里　竜太 TEAM　KKC  1:14.47 大会新
1/5 小段　洋樹 TEAM　KKC  1:16.01 大会新

競技No. 61 女子   25m 自由形 タイム決勝 成年
1/4 有馬　恵美 原田学園ＳＳ    17.60 大会新
1/3 吉村　祐子 鴨池ＳＳ    20.76 大会新

競技No. 64 男子   25m 自由形 タイム決勝 成年
1/5 澤本伸之輔 漉泳会    10.66 大会新
1/4 前田　　明 エルグＳＳ    12.78 大会新

競技No. 67 女子   25m 背泳ぎ タイム決勝 成年
1/5 中村　樹音 鴨池ＳＳ    16.86 大会新

競技No. 70 男子   25m 背泳ぎ タイム決勝 成年
1/3 古川　　徹 鴨池ＳＳ    19.39 大会新

競技No. 73 女子   25m バタフライ タイム決勝 成年
1/3 中山さくら 鴨池ＳＳ    15.68 大会新

競技No. 75 男子   25m バタフライ タイム決勝 小学4年生以上
2/4 伊藤　稜悟 ジェル国分 小6    14.94 大会新

競技No. 76 男子   25m バタフライ タイム決勝 成年
1/4 西中陽施紀 鴨池ＳＳ    12.90 大会新

競技No. 79 女子   25m 平泳ぎ タイム決勝 成年
1/4 松村　有季 エイＳＳ    18.67 大会新
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競技No. 82 男子   25m 平泳ぎ タイム決勝 成年
1/3 中村　孝司 鴨池ＳＳ    17.33 大会新
1/4 平松　義幸 エルグＳＳ    22.70 大会新

競技No. 88 女子  200m 背泳ぎ タイム決勝 高校生
1/7 松元　梨香 メルヘン中山 高1  2:20.30 大会新

競技No. 98 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝 高校生
1/3 中島　　翼 甲南 高2  2:20.81 大会新

競技No. 99 女子   50m 自由形 タイム決勝 小学3年生以下
3/4 薗畠　実優 原田学園ＳＳ 小3    32.86 大会新

競技No. 108 男子   50m 自由形 タイム決勝 成年
3/6 澤本伸之輔 漉泳会    23.16 大会新

競技No. 115 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 小学4年生以上
2/4 二宮　　涼 ジェル鹿児島 小6    31.46 大会新

競技No. 118 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 成年
1/3 岩元　寿夫 TEAM　KKC    39.29 大会新

競技No. 123 女子   50m バタフライ タイム決勝 成年
1/3 西山真名美 伊敷中    31.19 大会新

競技No. 127 男子   50m バタフライ タイム決勝 高校生
1/4 永山　博仁 甲南 高3    25.43 大会新

競技No. 131 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 中学生
1/4 國料　姫菜 RISE 中2    34.02 大会新

競技No. 132 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 高校生
1/4 末永　愛月 鹿児島高 高2    34.77 大会新

競技No. 133 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 成年
1/5 二宮有佳子 エルグＳＳ    41.37 大会新
1/3 松村　有季 エイＳＳ    41.41 大会新
1/4 安藤　陽子 エルグＳＳ    55.01 大会新

競技No. 134 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 小学3年生以下
1/4 竹下　陽大 原田学園ＳＳ 小3    44.90 大会新

競技No. 144 男子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 中学生
2/4 ジェル鹿児島 (前田　康太      ) 中学    29.41  1:54.81 TR

競技No. 146 男子 4x25m メドレーリレー タイム決勝 成年
1/4 TEAM　KKC (宿里　竜太      ) 一般    49.38 TR
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