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

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

バタフライ 阪元　祐太 中3 森　　祐貴 中3 中園　優作 中3 久和　史弥 中3 坂口　　空 中3 福山　　陸 中3

100m 日当山 高尾野 星峯 第一鹿屋 福平 川内南

決勝 59.34 1:00.51 1:01.08 1:01.31 1:02.13 1:03.53

(大会新)

バタフライ 中園　優作 中3 阪元　祐太 中3 森　　祐貴 中3 久和　史弥 中3 坂口　　空 中3 福山　　陸 中3

200m 星峯 日当山 高尾野 第一鹿屋 福平 川内南

決勝 2:10.37 2:11.49 2:12.95 2:15.48 2:17.03 2:20.18

(大会新)

個人メドレー 城　　真翔 中3 岩元　大佳 中2 東　　鴻志 中3 山之口周平 中2 新山　絢斗 中3 左近充寿伎 中3

200m 財部 谷山北 重富 日当山 伊集院北 吹上

決勝 2:20.94 2:23.76 2:23.83 2:25.73 2:26.07 2:26.80

個人メドレー 日髙　世稀 中3 城　　真翔 中3 豊永　省吾 中3 山之口周平 中2 東　　鴻志 中3 左近充寿伎 中3

400m 谷山 財部 川内南 日当山 重富 吹上

決勝 5:00.07 5:04.19 5:05.27 5:07.01 5:11.17 5:21.02

リレー 日当山 中 鹿大附属 中 重富 中 吉野 中 国分南 中 川内南 中

400m 阪元　祐太 中3 平田　幸基 中2 椛山　勇武 中3 是枝　恵太 中3 岩元　友樹 中3 豊永　省吾 中3

タイム決勝 山之口周平 中2 田之上将太 中3 我部山　真 中2 川口礼央奈 中3 森田　大貴 中2 相良　靖晃 中3

海津　成汰 中3 城間　　凌 中3 東　　鴻志 中3 野元　渚生 中3 平川　知樹 中3 福山　　陸 中3

泊　　治輝 中3 松元　翔大 中3 西小野英瑠 中3 佐藤　大祐 中3 萩原　海斗 中3 蓮香　吏駆 中3

3:57.50 Fin. 3:59.38 Fin. 4:01.41 Fin. 4:04.56 Fin. 4:07.28 Fin. 4:07.92 Fin.

   57.78 1st.    59.88 1st.    58.68 1st.    58.13 1st.  1:03.87 1st.  1:00.46 1st.

メドレーリレー 日当山 中 川内南 中 重富 中 吉野 中 東谷山 中 鶴田 中

400m 山之口周平 中2 蓮香　吏駆 中3 椛山　勇武 中3 佐藤　大祐 中3 矢野　真捷 中3 西　　和哉 中3

タイム決勝 海津　成汰 中3 相良　靖晃 中3 下原　啓佑 中2 川口礼央奈 中3 中薗　貴文 中3 古川　尚樹 中3

阪元　祐太 中3 福山　　陸 中3 東　　鴻志 中3 野元　渚生 中3 福地　将太 中2 瀬戸口颯太 中3

泊　　治輝 中3 豊永　省吾 中3 西小野英瑠 中3 是枝　恵太 中3 前野　考紀 中3 椎原　建斗 中3

4:19.73 Fin. 4:19.76 Fin. 4:30.89 Fin. 4:38.80 Fin. 4:39.64 Fin. 4:45.29 Fin.

(標準新) (標準新)

 1:11.42 1st.  1:06.57 1st.  1:05.12 1st.  1:16.33 1st.  1:11.41 1st.  1:14.25 1st.
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