
鹿児島県中学校総合体育大会                             女子成績一覧表 

2012/07/23 ～ 2012/07/24

会場  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 西之原実生 中3 下久保美佑 中3 川原ありさ 中2 和田実央理 中2 竹野日奈子 中3 坂口　綾咲 中2

50m 枕崎 川辺 川内中央 鹿大附属 鹿屋東 南

決勝 26.90 27.40 27.78 28.55 29.53 29.58

(県新) (中学新)

自由形 西之原実生 中3 下久保美佑 中3 川原ありさ 中2 和田実央理 中2 福留　由里 中2 増田　　希 中2

100m 枕崎 川辺 川内中央 鹿大附属 南別府 金峰

決勝 59.69 59.95 1:00.11 1:02.88 1:03.43 1:03.45

(中学新) (中学新) (中学新)

自由形 田畑　夏希 中3 堂脇　菜幹 中2 福留　由里 中2 吉﨑　美咲 中2 宗像　玲奈 中3 宮前穗乃花 中1

200m 加治木 川内北 南別府 鹿屋東 川内南 東市来

決勝 2:13.56 2:13.95 2:18.17 2:18.27 2:19.82 2:20.22

自由形 田畑　夏希 中3 伊藤知穂里 中2 堂脇　菜幹 中2 東　　愛海 中2 中野　和佳 中2 宗像　玲奈 中3

400m 加治木 和田 川内北 伊敷台 鹿屋東 川内南

決勝 4:39.87 4:42.26 4:43.81 4:44.32 4:51.41 4:55.38

自由形 東　　愛海 中2 伊藤知穂里 中2 山下　　望 中3 川畑　愛璃 中1 森　美唯希 中2 宅間　美波 中2

800m 伊敷台 和田 日当山 南別府 川内中央 東城

タイム決勝 9:43.07 9:51.35 10:07.49 10:08.85 10:12.30 10:22.14

背泳ぎ 石田　実梨 中2 鏡　　瑠菜 中1 鶴田　聖來 中1 大津　結女 中2 境田　　茜 中1 松ノ木真優 中1

100m 東谷山 米ノ津 武岡 重富 清水 鹿屋東

決勝 1:07.86 1:08.39 1:08.98 1:10.26 1:14.46 1:15.78

背泳ぎ 鏡　　瑠菜 中1 石田　実梨 中2 大津　結女 中2 鶴田　聖來 中1 脇本　詩子 中1 松ノ木真優 中1

200m 米ノ津 東谷山 重富 武岡 重富 鹿屋東

決勝 2:22.90 2:24.53 2:28.96 2:31.07 2:38.13 2:41.18

(大会新) (大会新)

平泳ぎ 五十嵐陽美 中3 重信　美海 中2 増田　　希 中2 東　　春華 中2 福元　桃子 中2 井関　由良 中1

100m 日当山 第一鹿屋 金峰 南別府 伊敷台 日当山

決勝 1:13.31 1:18.13 1:20.65 1:22.38 1:22.74 1:23.67

(標準新)

平泳ぎ 五十嵐陽美 中3 重信　美海 中2 今村　若菜 中1 東　　春華 中2 師玉智奈海 中3 井関　由良 中1

200m 日当山 第一鹿屋 南別府 南別府 加治木 日当山

決勝 2:39.06 2:47.91 2:54.48 2:54.70 2:57.28 2:57.74

(標準新)

バタフライ 野口紗也加 中2 奥田　七海 中3 坂口　結梨 中3 西田　花乃 中3 駒水　歩未 中1 町頭　愛由 中3

100m 東谷山 万世 米ノ津 金久 枕崎別府 南指宿

決勝 1:06.21 1:06.40 1:07.75 1:07.83 1:08.15 1:08.38
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