
第56回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会水泳競技     男子成績一覧表 

2019/07/19 ～ 2019/07/19

会場  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

自由形 石原　侑弥 大1 木元　幹大 大1 榮　晃太郎 大2 野口　侑嗣 大1 江口　亮太 大1 中野　太雅 高2

50m 鹿児島高専 熊本高専熊本 鹿児島高専 有明高専 佐世保高専 佐世保高専

決勝 25.74 25.89 26.14 26.15 26.39 26.83

自由形 江口　亮太 大1 榮　晃太郎 大2 宮里　佳明 高3 福満　　舜 高1 原田　蓮士 大2 岡本　直樹 高3

100m 佐世保高専 鹿児島高専 沖縄高専 鹿児島高専 熊本高専八代 有明高専

決勝 58.58 58.61 1:00.36 1:02.90 1:03.20 1:03.75

自由形 谷口　竜輝 大1 大田　遥葵 高1 吉岡　将哉 大1 河北　多聞 高1 中野　太雅 高2 安藤　拓翔 高2

200m 有明高専 熊本高専熊本 熊本高専八代 久留米高専 佐世保高専 大分高専

決勝 1:59.62 2:05.38 2:06.15 2:09.69 2:20.84 2:24.98

(大会新)

自由形 谷口　竜輝 大1 大田　遥葵 高1 近藤　澄弥 高2 河北　多聞 高1 川崎　慎治 大1 上石坂　駿 大1

400m 有明高専 熊本高専熊本 佐世保高専 久留米高専 佐世保高専 鹿児島高専

タイム決勝 4:16.55 4:26.86 4:35.21 4:52.72 5:05.86 5:12.30

(大会新)

自由形 近藤　澄弥 高2 石田　麟颯 高3 竹内　航平 高3 上原　龍馬 高2 藤田　倫平 高3 新山　武蔵 高3

800m 佐世保高専 佐世保高専 鹿児島高専 沖縄高専 鹿児島高専 熊本高専八代

タイム決勝 9:25.13 11:00.60 11:32.89 11:33.36 12:09.28 15:12.16

背泳ぎ 松本　俊介 高1 吉岡　将哉 大1 森田　翔吾 大2 山宮　大智 高3 西川　哲史 大1 佐藤　勇斗 高1

100m 佐世保高専 熊本高専八代 熊本高専熊本 久留米高専 鹿児島高専 鹿児島高専

決勝 1:04.89 1:04.90 1:10.39 1:11.77 1:14.66 1:16.20

背泳ぎ 松本　俊介 高1 森田　翔吾 大2 尾﨑　将吾 高2 佐藤　勇斗 高1 小澤　和也 高2 徳永　寿祐 大2

200m 佐世保高専 熊本高専熊本 佐世保高専 鹿児島高専 大分高専 鹿児島高専

決勝 2:22.67 2:35.12 2:47.76 2:50.03 2:50.88 2:52.38

平泳ぎ 川原　光登 高1 井手　貴友 高3 宮路健太郎 大2 堀切　風音 高1 池亀　　斗 高2 稲田　真大 高3

100m 北九州高専 北九州高専 鹿児島高専 都城高専 有明高専 大分高専

決勝 1:08.72 1:09.46 1:09.51 1:16.18 1:16.29 1:16.63

平泳ぎ 宮路健太郎 大2 堀切　風音 高1 石田　麟颯 高3 稲田　真大 高3 福永連太郎 高2 永尾貴里斗 大1

200m 鹿児島高専 都城高専 佐世保高専 大分高専 鹿児島高専 佐世保高専

決勝 2:31.69 2:40.03 2:46.46 2:50.84 2:53.37 2:53.90

バタフライ 木元　幹大 大1 坂本　勇雅 高3 有馬　　諒 高1 山之口雅人 高3 藤田健太郎 大2 松尾　　陵 高1

100m 熊本高専熊本 有明高専 北九州高専 鹿児島高専 都城高専 久留米高専

決勝 1:01.72 1:02.82 1:04.20 1:06.14 1:07.78 1:10.20
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第56回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会水泳競技     男子成績一覧表 

2019/07/19 ～ 2019/07/19

会場  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

バタフライ 小澤　和也 高2 山之口雅人 高3 宮里　佳明 高3 川崎　慎治 大1 松尾　　陵 高1 山口裕一朗 高1

200m 大分高専 鹿児島高専 沖縄高専 佐世保高専 久留米高専 熊本高専八代

タイム決勝 2:32.21 2:34.41 2:35.90 2:40.11 2:41.21 2:55.59

個人メドレー 川原　光登 高1 國分　雅斗 大2 有馬　　諒 高1 石原　侑弥 大1 山口　紘正 高3 村崎　紀彦 大2

200m 北九州高専 久留米高専 北九州高専 鹿児島高専 佐世保高専 熊本高専八代

タイム決勝 2:14.53 2:28.19 2:31.37 2:35.72 2:40.41 2:42.65

リレー 有明高専 佐世保高専 鹿児島高専 大 北九州高専 高 久留米高専 沖縄高専 高

400m 坂本　勇雅 高3 谷口　偉琉 高1 石原　侑弥 大1 喜多村　歩 高1 國分　雅斗 大2 山川　創大 高2

タイム決勝 池亀　　斗 高2 川崎　慎治 大1 宮路健太郎 大2 有馬　　諒 高1 早野　　陸 高2 新垣友一朗 高3

野口　侑嗣 大1 松本　俊介 高1 榮　晃太郎 大2 川原　光登 高1 羽田野武蔵 高2 上原　龍馬 高2

谷口　竜輝 大1 江口　亮太 大1 内山　尚紀 大1 井手　貴友 高3 河北　多聞 高1 宮里　佳明 高3

3:53.95 Fin. 3:54.81 Fin. 3:58.11 Fin. 4:04.69 Fin. 4:13.15 Fin. 4:16.26 Fin.

   59.95 1st.  1:00.21 1st.    57.99 1st.  1:05.73 1st.    59.26 1st.  1:05.43 1st.

メドレーリレー 佐世保高専 専 鹿児島高専 専 有明高専 専 熊本高専八代 専 大分高専 専 都城高専 専

400m 松本　俊介 高1 佐藤　勇斗 高1 平野　晃士 大2 吉岡　将哉 大1 小澤　和也 高2 雀部　秀真 高1

タイム決勝 永尾貴里斗 大1 宮路健太郎 大2 池亀　　斗 高2 村崎　紀彦 大2 兒玉　峻暢 大2 堀切　風音 高1

豊島　慶太 高2 山之口雅人 高3 坂本　勇雅 高3 山口裕一朗 高1 野上　皓平 高2 藤田健太郎 大2

谷口　偉琉 高1 石原　侑弥 大1 谷口　竜輝 大1 原田　蓮士 大2 安藤　拓翔 高2 宮司　龍我 高2

4:23.48 Fin. 4:27.18 Fin. 4:28.46 Fin. 4:41.98 Fin. 4:56.00 Fin. 5:00.55 Fin.

 1:05.42 1st.  1:16.06 1st.  1:14.57 1st.  1:04.46 1st.  1:14.56 1st.  1:23.24 1st.
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第56回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会水泳競技     女子成績一覧表 

2019/07/19 ～ 2019/07/19

会場  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

自由形 藤原　芽久 高2 岡本　彩花 大1 尾﨑　彩花 高1 知念　優奈 大2 松元　水樹 大1 仲村　玲奈 大2

50m 有明高専 有明高専 都城高専 沖縄高専 鹿児島高専 沖縄高専

タイム決勝 29.38 30.18 30.52 33.11 33.24 33.89

自由形 藤原　芽久 高2 植田　丞美 高2 志水　千尋 大2 岡本　彩花 大1 下条　響希 高2 松元　水樹 大1

100m 有明高専 都城高専 熊本高専八代 有明高専 佐世保高専 鹿児島高専

タイム決勝 1:05.85 1:07.32 1:07.75 1:08.17 1:12.65 1:15.63

背泳ぎ 本山　李夏 高1 尾﨑　彩花 高1 志水　千尋 大2 原　　成実 大1 石原　京依 高3 石坂　　遥 大2

100m 佐世保高専 都城高専 熊本高専八代 大分高専 鹿児島高専 都城高専

タイム決勝 1:14.20 1:14.27 1:20.24 1:22.67 1:28.51 1:29.97

(大会新) (大会新)

平泳ぎ 石坂　　遥 大2 石原　京依 高3 知念　優奈 大2 進　　　楓 高1 阪田　珠羽 高2 中屋敷　楓 高3

100m 都城高専 鹿児島高専 沖縄高専 熊本高専八代 熊本高専熊本 大分高専

タイム決勝 1:26.55 1:29.63 1:36.10 1:43.64 1:45.75 1:47.82

バタフライ 冨田　真陽 高3 田中　美羽 高1 木寺　可奈 高2

100m 佐世保高専 北九州高専 久留米高専

タイム決勝 1:09.33 1:27.05 1:41.68

(大会新)

個人メドレー 冨田　真陽 高3 本山　李夏 高1 植田　丞美 高2 田中　美羽 高1

200m 佐世保高専 佐世保高専 都城高専 北九州高専

タイム決勝 2:37.80 2:45.45 2:52.59 2:58.36

(大会新)

リレー 佐世保高専 高 鹿児島高専 都城高専 熊本高専八代 沖縄高専 大分高専

200m 下条　響希 高2 松元　水樹 大1 尾﨑　彩花 高1 進　　　楓 高1 芥川　理子 高2 山路　菜月 高3

タイム決勝 稲形　のん 高3 釜崎　寧々 大1 小山海南子 高1 淀川　紗花 高2 仲村　玲奈 大2 中屋敷　楓 高3

冨田　真陽 高3 池田　英永 大1 植田　丞美 高2 麦田　友佳 大1 金城　美南 高2 疋田　萌華 高1

本山　李夏 高1 石原　京依 高3 石坂　　遥 大2 志水　千尋 大2 知念　優奈 大2 原　　成実 大1

2:04.44 Fin. 2:14.27 Fin. 2:18.97 Fin. 2:21.43 Fin. 2:22.12 Fin. 2:26.59 Fin.

(大会新)

   31.95 1st.    33.09 1st.    30.53 1st.    34.41 1st.    39.65 1st.    36.58 1st.
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第56回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会水泳競技     女子成績一覧表 

2019/07/19 ～ 2019/07/19

会場  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

メドレーリレー 佐世保高専 専 都城高専 専 鹿児島高専 専 沖縄高専 専 大分高専 専

200m 本山　李夏 高1 尾﨑　彩花 高1 石原　京依 高3 芥川　理子 高2 原　　成実 大1

タイム決勝 稲形　のん 高3 石坂　　遥 大2 釜崎　寧々 大1 仲村　玲奈 大2 中屋敷　楓 高3

冨田　真陽 高3 植田　丞美 高2 松元　水樹 大1 知念　優奈 大2 山路　菜月 高3

下条　響希 高2 本部　柚依 高1 池田　英永 大1 金城　美南 高2 疋田　萌華 高1

2:22.11 Fin. 2:26.21 Fin. 2:41.04 Fin. 2:42.30 Fin. 2:47.64 Fin.

(大会新) (大会新)

   34.63 1st.    33.68 1st.    39.72 1st.    46.72 1st.    37.60 1st.

2019/07/20 21:31:48 SEIKO Swimming Results System  2 / 2ページ


