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

2015/07/21 ～ 2015/07/22

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 東　　真衣 中2 奥村　芽空 中2 和田　英江 中3 川原　星来 中3 橋口　大空 中3 池田　芽生 中3

50m 甲南 第一鹿屋 鹿大附属 帖佐 米ノ津 与論

決勝 28.32 28.78 28.87 29.20 29.36 29.62

自由形 仮屋　美邑 中3 尾堂　　楓 中3 摺建　春菜 中3 中村　優伽 中2 外園　千紘 中2 菊入　美渚 中1

200m 松元 伊集院 金久 三笠 川内北 金久

決勝 2:07.02 2:14.16 2:18.54 2:20.67 2:22.66 2:22.72

(中学新)

自由形 野上　亮子 中2 岩元あやの 中2 平原佑葵乃 中1 坂口　咲麗 中3 冨山　純楓 中1 下村　彩綾 中3

800m 東谷山 鷹巣 谷山北 南 国分 鹿大附属

タイム決勝 9:46.06 9:55.43 10:00.91 10:27.54 10:30.73 10:35.04

背泳ぎ 川村　麻鈴 中2 師玉　香子 中2 菊入さんご 中3 岩元　美咲 中2 中島　祐佳 中1 堀田　真琴 中1

100m 大姶良 金久 金久 国分南 伊集院 鴨池

決勝 1:10.73 1:11.13 1:12.11 1:12.53 1:13.83 1:14.42

平泳ぎ 山﨑　美羽 中3 藤田倭伽那 中2 日迫　　柚 中1 中村　美海 中2 鈴木　琴乃 中2 台場　心七 中1

100m 和田 万世 日当山 南 伊集院 城西

決勝 1:14.38 1:15.42 1:17.93 1:19.50 1:20.08 1:21.32

バタフライ 石原　奈知 中3 肥後明日香 中2 渡邉　望未 中1 池田　芽生 中3 江﨑　桜華 中1 中尾　彩花 中3

100m 加治木 玉龍 小宿 与論 万世 名瀬

決勝 1:05.77 1:07.09 1:09.28 1:10.84 1:13.49 1:13.63

個人メドレー 浦本　奈々 中2 春成　桃花 中3 浦田　果穂 中3 中野　文佳 中2 篠原　和紗 中3 濵田　桜佳 中1

200m 枕崎 吉野 鴨池 鹿屋東 隼人 南別府

決勝 2:28.12 2:28.62 2:33.29 2:34.63 2:35.37 2:39.56

メドレーリレー 南 中 鹿屋東 中 金久 中 伊集院 中 名瀬 中 隼人 中

400m 瀬戸山愛美 中2 川　　美鈴 中3 菊入さんご 中3 中島　祐佳 中1 鍋田　美希 中3 平田　野乃 中2

タイム決勝 中村　美海 中2 上之段明日香 中3 菊入　美渚 中1 鈴木　琴乃 中2 郁　　美宙 中2 篠原　和紗 中3

坂口　葵咲 中1 中野　文佳 中2 摺建　春菜 中3 川畑　茉那 中3 中尾　彩花 中3 宮薗　未帆 中2

坂口　咲麗 中3 小浜　　英 中2 師玉　香子 中2 尾堂　　楓 中3 杼木和香奈 中3 髙田　朱里 中2

4:48.99 Fin. 5:00.20 Fin. 5:01.65 Fin. 5:02.23 Fin. 5:04.23 Fin. 5:06.43 Fin.

 1:14.84 1st.  1:18.18 1st.  1:15.05 1st.  1:16.55 1st.  1:18.39 1st.  1:15.86 1st.
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鹿児島県中学校総合体育大会                             男子成績一覧表 

2015/07/21 ～ 2015/07/22

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 平野　　暖 中3 眞川　　陸 中3 土岐　武瑠 中3 寶徳　将也 中3 甲斐　　翼 中3 楠原　晃希 中3

50m ラ・サール 隼人 西紫原 川内北 花岡 第一鹿屋

決勝 25.46 25.97 26.10 26.25 26.33 26.53

自由形 和田　廉央 中3 橋口　遥樹 中2 時任　秀慈 中3 坂口　　光 中3 平　　海音 中3 浦田　篤志 中1

200m 志布志 皇徳寺 川内央 福平 赤木名 鴨池

決勝 2:02.55 2:03.08 2:11.11 2:12.15 2:12.40 2:13.16

自由形 森　　　憲 中3 前田　紘徳 中3 中園　剛志 中1 岩元　大秀 中2 下野　将輝 中2 今村　颯人 中2

1500m 隼人 玉龍 星峯 谷山北 伊敷 南別府

タイム決勝 17:30.44 Fin. 17:46.03 Fin. 17:50.52 Fin. 18:03.10 Fin. 18:40.27 Fin. 18:44.20 Fin.

 9:13.96 800  9:19.60 800  9:26.87 800  9:35.29 800  9:43.33 800  9:59.65 800

背泳ぎ 古市　莉玖 中3 内鏡原　諒 中3 白濵　隆幸 中3 重信　佑樹 中3 脇　　雄介 中2 宮原　洋平 中3

100m 川辺 鹿屋 第一鹿屋 伊集院 加治木 川内北

決勝 1:01.68 1:05.04 1:05.26 1:06.46 1:07.40 1:08.42

平泳ぎ 児島龍之真 中3 本多　航大 中3 榎田　大己 中2 川村　　涼 中3 池田　匡佑 中1 下久保佑哉 中3

100m 吉田南 伊集院 紫原 第一鹿屋 与論 川辺

決勝 1:07.04 1:08.35 1:10.54 1:10.75 1:11.03 1:12.78

バタフライ 溝　　忠剛 中3 新屋　雅年 中3 萩之内　大 中2 片岡　優也 中3 中村　哲也 中2 福永　航己 中1

100m 第一鹿屋 第一鹿屋 坂元 鴨池 金久 伊敷台

決勝 59.85 1:00.90 1:01.46 1:03.56 1:03.63 1:03.66

個人メドレー 田中　騎士 中3 甲斐　　翼 中3 早﨑　遼真 中2 木之下拓海 中3 田中　亮太 中3 庭月野元輝 中2

200m 日当山 花岡 甲南 鹿大附属 川辺 万世

決勝 2:16.73 2:18.59 2:20.31 2:21.49 2:22.54 2:26.33

(大会新)

メドレーリレー 第一鹿屋 中 川辺 中 川内北 中 桜丘 中 伊集院 中 日当山 中

400m 白濵　隆幸 中3 古市　莉玖 中3 宮原　洋平 中3 片ノ坂涼介 中1 重信　佑樹 中3 篠原　晃希 中2

タイム決勝 川村　　涼 中3 下久保佑哉 中3 木村凜太朗 中3 山﨑　栞汰 中3 鳩宿　正樹 中3 田中　騎士 中3

溝　　忠剛 中3 温井　友大 中3 別府　大地 中3 内山　尚紀 中3 本多　航大 中3 山之口雅人 中2

楠原　晃希 中3 田中　亮太 中3 寶徳　将也 中3 中村侑太郎 中3 上石坂　駿 中3 田代　航士 中3

4:14.81 Fin. 4:17.51 Fin. 4:29.90 Fin. 4:37.51 Fin. 4:37.87 Fin. 4:43.93 Fin.

(大会新) (大会新)

 1:05.38 1st.  1:02.69 1st.  1:08.49 1st.  1:12.89 1st.  1:07.99 1st.  1:11.92 1st.
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鹿児島県中学校総合体育大会                             女子成績一覧表 

2015/07/21 ～ 2015/07/22

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 東　　真衣 中2 奥村　芽空 中2 和田　英江 中3 川原　星来 中3 橋口　大空 中3 池田　芽生 中3

50m 甲南 第一鹿屋 鹿大附属 帖佐 米ノ津 与論

決勝 28.32 28.78 28.87 29.20 29.36 29.62

自由形 尾堂　　楓 中3 東　　真衣 中2 和田　英江 中3 奥村　芽空 中2 堀田　真琴 中1 橋口　大空 中3

100m 伊集院 甲南 鹿大附属 第一鹿屋 鴨池 米ノ津

決勝 1:01.10 1:01.90 1:03.01 1:03.61 1:04.45 1:04.63

自由形 仮屋　美邑 中3 尾堂　　楓 中3 摺建　春菜 中3 中村　優伽 中2 外園　千紘 中2 菊入　美渚 中1

200m 松元 伊集院 金久 三笠 川内北 金久

決勝 2:07.02 2:14.16 2:18.54 2:20.67 2:22.66 2:22.72

(中学新)

自由形 仮屋　美邑 中3 野上　亮子 中2 摺建　春菜 中3 岩元あやの 中2 平原佑葵乃 中1 橋口七都希 中1

400m 松元 東谷山 金久 鷹巣 谷山北 和田

決勝 4:29.55 4:45.73 4:51.29 4:53.35 4:57.02 5:08.45

(大会新)

自由形 野上　亮子 中2 岩元あやの 中2 平原佑葵乃 中1 坂口　咲麗 中3 冨山　純楓 中1 下村　彩綾 中3

800m 東谷山 鷹巣 谷山北 南 国分 鹿大附属

タイム決勝 9:46.06 9:55.43 10:00.91 10:27.54 10:30.73 10:35.04

背泳ぎ 川村　麻鈴 中2 師玉　香子 中2 菊入さんご 中3 岩元　美咲 中2 中島　祐佳 中1 堀田　真琴 中1

100m 大姶良 金久 金久 国分南 伊集院 鴨池

決勝 1:10.73 1:11.13 1:12.11 1:12.53 1:13.83 1:14.42

背泳ぎ 師玉　香子 中2 川村　麻鈴 中2 菊入さんご 中3 岩元　美咲 中2 中島　祐佳 中1 禧久　　和 中1

200m 金久 大姶良 金久 国分南 伊集院 朝日

決勝 2:33.24 2:33.35 2:36.24 2:37.29 2:38.68 2:40.73

平泳ぎ 山﨑　美羽 中3 藤田倭伽那 中2 日迫　　柚 中1 中村　美海 中2 鈴木　琴乃 中2 台場　心七 中1

100m 和田 万世 日当山 南 伊集院 城西

決勝 1:14.38 1:15.42 1:17.93 1:19.50 1:20.08 1:21.32

平泳ぎ 山﨑　美羽 中3 日迫　　柚 中1 藤田倭伽那 中2 中村　美海 中2 台場　心七 中1 濵田　桜佳 中1

200m 和田 日当山 万世 南 城西 南別府

決勝 2:42.66 2:42.85 2:44.29 2:51.88 2:52.76 2:53.72

バタフライ 石原　奈知 中3 肥後明日香 中2 渡邉　望未 中1 池田　芽生 中3 江﨑　桜華 中1 中尾　彩花 中3

100m 加治木 玉龍 小宿 与論 万世 名瀬

決勝 1:05.77 1:07.09 1:09.28 1:10.84 1:13.49 1:13.63
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鹿児島県中学校総合体育大会                             女子成績一覧表 

2015/07/21 ～ 2015/07/22

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

バタフライ 石原　奈知 中3 冨山　純楓 中1 肥後明日香 中2 渡邉　望未 中1 中尾　彩花 中3 石澤　麗華 中1

200m 加治木 国分 玉龍 小宿 名瀬 伊敷台

決勝 2:26.74 2:27.06 2:27.47 2:34.69 2:53.41 2:58.89

個人メドレー 浦本　奈々 中2 春成　桃花 中3 浦田　果穂 中3 中野　文佳 中2 篠原　和紗 中3 濵田　桜佳 中1

200m 枕崎 吉野 鴨池 鹿屋東 隼人 南別府

決勝 2:28.12 2:28.62 2:33.29 2:34.63 2:35.37 2:39.56

個人メドレー 春成　桃花 中3 浦本　奈々 中2 浦田　果穂 中3 岩元　愛音 中3 篠原　和紗 中3 中野　文佳 中2

400m 吉野 枕崎 鴨池 鷹巣 隼人 鹿屋東

決勝 5:19.15 5:23.84 5:26.43 5:30.45 5:30.51 5:35.83

リレー 南 中 鹿大附属 中 金久 中 名瀬 中 伊集院 中 隼人 中

400m 坂口　葵咲 中1 村場　里咲 中3 師玉　香子 中2 郁　　美宙 中2 中島　祐佳 中1 髙田　朱里 中2

タイム決勝 瀬戸山愛美 中2 下村　彩綾 中3 菊入　美渚 中1 中尾　彩花 中3 鈴木　琴乃 中2 平田　野乃 中2

中村　美海 中2 木之下ひより 中1 菊入さんご 中3 鍋田　美希 中3 松元　水樹 中3 宮薗　未帆 中2

坂口　咲麗 中3 和田　英江 中3 摺建　春菜 中3 杼木和香奈 中3 尾堂　　楓 中3 篠原　和紗 中3

4:23.67 Fin. 4:28.12 Fin. 4:28.66 Fin. 4:32.05 Fin. 4:32.38 Fin. 4:33.20 Fin.

 1:03.64 1st.  1:08.69 1st.  1:07.34 1st.  1:07.42 1st.  1:07.96 1st.  1:08.45 1st.

メドレーリレー 南 中 鹿屋東 中 金久 中 伊集院 中 名瀬 中 隼人 中

400m 瀬戸山愛美 中2 川　　美鈴 中3 菊入さんご 中3 中島　祐佳 中1 鍋田　美希 中3 平田　野乃 中2

タイム決勝 中村　美海 中2 上之段明日香 中3 菊入　美渚 中1 鈴木　琴乃 中2 郁　　美宙 中2 篠原　和紗 中3

坂口　葵咲 中1 中野　文佳 中2 摺建　春菜 中3 川畑　茉那 中3 中尾　彩花 中3 宮薗　未帆 中2

坂口　咲麗 中3 小浜　　英 中2 師玉　香子 中2 尾堂　　楓 中3 杼木和香奈 中3 髙田　朱里 中2

4:48.99 Fin. 5:00.20 Fin. 5:01.65 Fin. 5:02.23 Fin. 5:04.23 Fin. 5:06.43 Fin.

 1:14.84 1st.  1:18.18 1st.  1:15.05 1st.  1:16.55 1st.  1:18.39 1st.  1:15.86 1st.
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鹿児島県中学校総合体育大会                             男子成績一覧表 

2015/07/21 ～ 2015/07/22

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 平野　　暖 中3 眞川　　陸 中3 土岐　武瑠 中3 寶徳　将也 中3 甲斐　　翼 中3 楠原　晃希 中3

50m ラ・サール 隼人 西紫原 川内北 花岡 第一鹿屋

決勝 25.46 25.97 26.10 26.25 26.33 26.53

自由形 眞川　　陸 中3 和田　廉央 中3 土岐　武瑠 中3 橋口　遥樹 中2 新川　久遠 中2 片岡　優也 中3

100m 隼人 志布志 西紫原 皇徳寺 鹿児島第一 鴨池

決勝 55.35 56.18 56.84 56.92 58.79 58.99

自由形 和田　廉央 中3 橋口　遥樹 中2 時任　秀慈 中3 坂口　　光 中3 平　　海音 中3 浦田　篤志 中1

200m 志布志 皇徳寺 川内中央 福平 赤木名 鴨池

決勝 2:02.55 2:03.08 2:11.11 2:12.15 2:12.40 2:13.16

自由形 森　　　憲 中3 前田　紘徳 中3 木之下拓海 中3 中園　剛志 中1 下野　将輝 中2 今村　颯人 中2

400m 隼人 玉龍 鹿大附属 星峯 伊敷 南別府

決勝 4:26.09 4:28.38 4:31.74 4:33.34 4:39.52 4:43.34

自由形 森　　　憲 中3 前田　紘徳 中3 中園　剛志 中1 岩元　大秀 中2 下野　将輝 中2 今村　颯人 中2

1500m 隼人 玉龍 星峯 谷山北 伊敷 南別府

タイム決勝 17:30.44 Fin. 17:46.03 Fin. 17:50.52 Fin. 18:03.10 Fin. 18:40.27 Fin. 18:44.20 Fin.

 9:13.96 800  9:19.60 800  9:26.87 800  9:35.29 800  9:43.33 800  9:59.65 800

背泳ぎ 古市　莉玖 中3 内鏡原　諒 中3 白濵　隆幸 中3 重信　佑樹 中3 脇　　雄介 中2 宮原　洋平 中3

100m 川辺 鹿屋 第一鹿屋 伊集院 加治木 川内北

決勝 1:01.68 1:05.04 1:05.26 1:06.46 1:07.40 1:08.42

背泳ぎ 内鏡原　諒 中3 古市　莉玖 中3 白濵　隆幸 中3 脇　　雄介 中2 重信　佑樹 中3 松下　　翔 中3

200m 鹿屋 川辺 第一鹿屋 加治木 伊集院 第一鹿屋

決勝 2:19.14 2:19.87 2:20.97 2:25.07 2:26.52 2:27.85

平泳ぎ 児島龍之真 中3 本多　航大 中3 榎田　大己 中2 川村　　涼 中3 池田　匡佑 中1 下久保佑哉 中3

100m 吉田南 伊集院 紫原 第一鹿屋 与論 川辺

決勝 1:07.04 1:08.35 1:10.54 1:10.75 1:11.03 1:12.78

平泳ぎ 児島龍之真 中3 榎田　大己 中2 濵田　稜大 中3 川村　　涼 中3 池田　匡佑 中1 郷原　昂也 中2

200m 吉田南 紫原 東谷山 第一鹿屋 与論 第一鹿屋

決勝 2:24.98 2:28.67 2:34.12 2:34.43 2:35.09 2:35.85
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鹿児島県中学校総合体育大会                             男子成績一覧表 

2015/07/21 ～ 2015/07/22

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

バタフライ 溝　　忠剛 中3 新屋　雅年 中3 萩之内　大 中2 片岡　優也 中3 中村　哲也 中2 福永　航己 中1

100m 第一鹿屋 第一鹿屋 坂元 鴨池 金久 伊敷台

決勝 59.85 1:00.90 1:01.46 1:03.56 1:03.63 1:03.66

バタフライ 溝　　忠剛 中3 新屋　雅年 中3 萩之内　大 中2 新名　響生 中2 福永　航己 中1 中村　哲也 中2

200m 第一鹿屋 第一鹿屋 坂元 南 伊敷台 金久

決勝 2:13.33 2:13.96 2:20.86 2:22.34 2:22.61 2:29.69

個人メドレー 田中　騎士 中3 甲斐　　翼 中3 早﨑　遼真 中2 木之下拓海 中3 田中　亮太 中3 庭月野元輝 中2

200m 日当山 花岡 甲南 鹿大附属 川辺 万世

決勝 2:16.73 2:18.59 2:20.31 2:21.49 2:22.54 2:26.33

(大会新)

個人メドレー 早﨑　遼真 中2 本多　航大 中3 田中　騎士 中3 西川　哲史 中3 中村侑太郎 中3 橘木　大河 中2

400m 甲南 伊集院 日当山 舞鶴 桜丘 西陵

決勝 4:51.92 4:56.32 4:58.08 5:20.17 5:20.31 5:26.86

(大会新)

リレー 川内北 中 第一鹿屋 中 川辺 中 伊集院 中 鴨池 中 玉龍 中

400m 木村凜太朗 中3 楠原　晃希 中3 古市　莉玖 中3 重信　佑樹 中3 浦田　篤志 中1 前田　紘徳 中3

タイム決勝 宮原　洋平 中3 新屋　雅年 中3 赤木太志朗 中3 本多　航大 中3 出羽　太陽 中2 財部　　銀 中3

別府　大地 中3 溝　　忠剛 中3 温井　友大 中3 上石坂　駿 中3 中釜　光輝 中2 小原慶師朗 中1

寶徳　将也 中3 白濵　隆幸 中3 田中　亮太 中3 小山田爽一郎 中3 片岡　優也 中3 永瀬　開道 中3

3:57.52 Fin. 3:58.68 Fin. 3:59.50 Fin. 4:07.61 Fin. 4:08.82 Fin. 4:11.93 Fin.

   58.50 1st.    58.73 1st.    59.93 1st.    58.34 1st.  1:02.35 1st.    58.95 1st.

メドレーリレー 第一鹿屋 中 川辺 中 川内北 中 桜丘 中 伊集院 中 日当山 中

400m 白濵　隆幸 中3 古市　莉玖 中3 宮原　洋平 中3 片ノ坂涼介 中1 重信　佑樹 中3 篠原　晃希 中2

タイム決勝 川村　　涼 中3 下久保佑哉 中3 木村凜太朗 中3 山﨑　栞汰 中3 鳩宿　正樹 中3 田中　騎士 中3

溝　　忠剛 中3 温井　友大 中3 別府　大地 中3 内山　尚紀 中3 本多　航大 中3 山之口雅人 中2

楠原　晃希 中3 田中　亮太 中3 寶徳　将也 中3 中村侑太郎 中3 上石坂　駿 中3 田代　航士 中3

4:14.81 Fin. 4:17.51 Fin. 4:29.90 Fin. 4:37.51 Fin. 4:37.87 Fin. 4:43.93 Fin.

(大会新) (大会新)

 1:05.38 1st.  1:02.69 1st.  1:08.49 1st.  1:12.89 1st.  1:07.99 1st.  1:11.92 1st.
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