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

 2011/07/26 ～ 2011/07/27

 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2 櫨山　隆誠 中3 有嶋　貴裕 中3 森　　祐貴 中2 佐久間　啓輔 中3 中園　優作 中2

100m 日当山中学校 皇徳寺中学校 志布志中学校 高尾野中学校 重富中学校 星峯中学校

決勝 1:01.06 1:01.12 1:01.13 1:01.81 1:02.67 1:04.10

バタフライ 中園　優作 中2 櫨山　隆誠 中3 阪元　祐太 中2 森　　祐貴 中2 坂口　　空 中2 久和　史弥 中2

200m 星峯中学校 皇徳寺中学校 日当山中学校 高尾野中学校 福平中学校 第一鹿屋中学校

決勝 2:15.82 2:18.14 2:18.78 2:21.54 2:21.65 2:24.98

個人メドレー 西森　拳成 中3 久木崎　大剛 中3 東　　鴻志 中2 大城戸　智也 中3 城　　真翔 中2 福山　龍介 中3

200m 東谷山中学校 松元中学校 重富中学校 谷山北中学校中学校 財部中学校 桜丘中学校

決勝 2:20.47 2:21.80 2:24.53 2:26.21 2:26.38 2:33.08

個人メドレー 西森　拳成 中3 東　　鴻志 中2 大城戸　智也 中3 山之口　周平 中1 福山　龍介 中3 井手原　拓也 中3

400m 東谷山中学校 重富中学校 谷山北中学校中学校 日当山中学校 桜丘中学校 宮之城中学校

決勝 5:01.29 5:09.84 5:15.10 5:22.62 5:23.14 5:31.35

リレー 谷山北中学校 中 鹿大附属中学校 中 重富中学校 中 東谷山中学校 中 志布志中学校 中 皇徳寺中学校 中

400m 岩元　悟大 中3 平田　幸基 中1 東　　鴻志 中2 前野　考紀 中2 有嶋　貴裕 中3 宇田　海紀 中3

タイム決勝 大城戸　智也 中3 湯浦　駿平 中3 西小野　英瑠 中2 中薗　貴文 中2 山田　亮雅 中1 白石　雄樹 中1

西村　　叶 中3 和田　竜太朗 中3 椛山　勇武 中2 西森　拳成 中3 大保　順平 中2 櫨山　隆誠 中3

岩元　大佳 中1 松元　翔大 中2 佐久間　啓輔 中3 馬場　亮輔 中3 安田　雄生 中3 北川　敦史 中3

3:59.49 Fin. 4:01.08 Fin. 4:02.76 Fin. 4:04.67 Fin. 4:10.39 Fin. 4:14.02 Fin.

   59.56 1st.  1:02.16 1st.  1:00.40 1st.  1:02.99 1st.    59.61 1st.  1:05.00 1st.

メドレーリレー 谷山北中学校 中 重富中学校 中 鹿大附属中学校 中 皇徳寺中学校 中 第一鹿屋中学校 中 日当山中学校 中

400m 岩元　悟大 中3 椛山　勇武 中2 平田　幸基 中1 宇田　海紀 中3 梅元　翔生 中3 泊　　治輝 中2

タイム決勝 西村　　叶 中3 東　　鴻志 中2 湯浦　駿平 中3 北川　敦史 中3 荻田　武蔵 中3 海津　成汰 中2

岩元　大佳 中1 佐久間　啓輔 中3 和田　竜太朗 中3 櫨山　隆誠 中3 久和　史弥 中2 阪元　祐太 中2

平原　拓馬 中2 西小野　英瑠 中2 松元　翔大 中2 白石　雄樹 中1 福永　　翔 中3 山之口　周平 中1

4:25.95 Fin. 4:29.66 Fin. 4:30.81 Fin. 4:35.96 Fin. 4:36.06 Fin. 4:39.03 Fin.

 1:06.57 1st.  1:10.31 1st.  1:13.17 1st.  1:14.26 1st.  1:11.26 1st.  1:18.29 1st.
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