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

2016/07/26 ～ 2016/07/27

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

個人メドレー 早﨑　遼真 中3 佐々木　快 中1 庭月野元輝 中3 今村　颯人 中3 橘木　大河 中3 鎮守　陽大 中2

400m 甲南 第一鹿屋 万世 南別府 西陵 皇徳寺中

決勝 4:40.50 5:00.85 5:02.03 5:06.15 5:10.01 5:12.06

(中学新)

平泳ぎ 榎田　大己 中3 池田　匡佑 中2 二又川晃哉 中2 郷原　昂也 中3 宮川　大空 中3 和田　恒平 中2

200m 紫原 与論 川内南 第一鹿屋 甲南 小宿

決勝 2:26.19 2:28.14 2:28.51 2:33.78 2:37.40 2:41.68

自由形 橋口　遥樹 中3 新川　久遠 中3 岩元　大秀 中3 山下堅士朗 中3 出羽　太陽 中3 濵田　神楽 中3

100m 皇徳寺中 鹿児島第一 谷山北 頴娃 鴨池 南別府

決勝 55.15 56.46 56.68 57.70 58.64 58.76

バタフライ 中村　哲也 中3 萩之内　大 中3 福永　航己 中2 脇　　雄介 中3 新名　響生 中3 山之口雅人 中3

200m 金久 坂元 伊敷台 加治木 南 日当山

決勝 2:13.55 2:16.51 2:17.44 2:18.16 2:19.70 2:20.33

背泳ぎ 西小野皓大 中1 篠原　晃希 中3 仮屋　祐志 中1 片ノ坂涼介 中2 寺園　生吹 中1 富元　怜司 中3

200m 鹿屋東 日当山 松元 桜丘 祁答院 名瀬

決勝 2:09.60 2:23.84 2:26.68 2:27.04 2:28.84 2:32.82

(中学新)

自由形 下野　将輝 中3 中園　剛志 中2 浦田　篤志 中2 瀬戸口怜希 中2 倉津　麗来 中2 小宮　　律 中2

400m 伊敷 星峯 鴨池 武 阿久根 加治木

決勝 4:20.20 4:21.72 4:25.81 4:27.75 4:33.63 4:37.41

リレー 紫原 中 第一鹿屋 中 川内中央 中 鴨池 中 米ノ津 中 皇徳寺中 中

400m 中村　星斗 中2 岩元　勇磨 中3 時任　寛大 中2 出羽　太陽 中3 橋口昌太郎 中1 橋口　遥樹 中3

タイム決勝 榎田　大己 中3 鳥越　吾蓮 中3 鬼塚航太郎 中2 中釜　光輝 中3 佐藤　将馬 中3 重信　　迅 中3

中森　大介 中2 佐々木　快 中1 本田　優太 中3 野岸　拓斗 中2 宮田　　司 中2 長谷川奏太 中3

中村　海斗 中2 郷原　昂也 中3 白石　恒太 中1 浦田　篤志 中2 高桑　蒼龍 中3 鎮守　陽大 中2

3:58.96 Fin. 4:03.69 Fin. 4:05.05 Fin. 4:05.31 Fin. 4:10.39 Fin. 4:11.37 Fin.

   59.41 1st.  1:02.13 1st.    59.41 1st.    58.72 1st.  1:00.40 1st.    55.22 1st.
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2016/07/26 ～ 2016/07/27

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

個人メドレー 早﨑　遼真 中3 佐々木　快 中1 庭月野元輝 中3 今村　颯人 中3 橘木　大河 中3 鎮守　陽大 中2

400m 甲南 第一鹿屋 万世 南別府 西陵 皇徳寺中

決勝 4:40.50 5:00.85 5:02.03 5:06.15 5:10.01 5:12.06

(中学新)

平泳ぎ 榎田　大己 中3 池田　匡佑 中2 二又川晃哉 中2 郷原　昂也 中3 宮川　大空 中3 和田　恒平 中2

200m 紫原 与論 川内南 第一鹿屋 甲南 小宿

決勝 2:26.19 2:28.14 2:28.51 2:33.78 2:37.40 2:41.68

自由形 橋口　遥樹 中3 新川　久遠 中3 岩元　大秀 中3 山下堅士朗 中3 出羽　太陽 中3 濵田　神楽 中3

100m 皇徳寺中 鹿児島第一 谷山北 頴娃 鴨池 南別府

決勝 55.15 56.46 56.68 57.70 58.64 58.76

バタフライ 中村　哲也 中3 萩之内　大 中3 福永　航己 中2 脇　　雄介 中3 新名　響生 中3 山之口雅人 中3

200m 金久 坂元 伊敷台 加治木 南 日当山

決勝 2:13.55 2:16.51 2:17.44 2:18.16 2:19.70 2:20.33

背泳ぎ 西小野皓大 中1 篠原　晃希 中3 仮屋　祐志 中1 片ノ坂涼介 中2 寺園　生吹 中1 富元　怜司 中3

200m 鹿屋東 日当山 松元 桜丘 祁答院 名瀬

決勝 2:09.60 2:23.84 2:26.68 2:27.04 2:28.84 2:32.82

(中学新)

自由形 下野　将輝 中3 中園　剛志 中2 浦田　篤志 中2 瀬戸口怜希 中2 倉津　麗来 中2 小宮　　律 中2

400m 伊敷 星峯 鴨池 武 阿久根 加治木

決勝 4:20.20 4:21.72 4:25.81 4:27.75 4:33.63 4:37.41

リレー 紫原 中 第一鹿屋 中 川内中央 中 鴨池 中 米ノ津 中 皇徳寺中 中

400m 中村　星斗 中2 岩元　勇磨 中3 時任　寛大 中2 出羽　太陽 中3 橋口昌太郎 中1 橋口　遥樹 中3

タイム決勝 榎田　大己 中3 鳥越　吾蓮 中3 鬼塚航太郎 中2 中釜　光輝 中3 佐藤　将馬 中3 重信　　迅 中3

中森　大介 中2 佐々木　快 中1 本田　優太 中3 野岸　拓斗 中2 宮田　　司 中2 長谷川奏太 中3

中村　海斗 中2 郷原　昂也 中3 白石　恒太 中1 浦田　篤志 中2 高桑　蒼龍 中3 鎮守　陽大 中2

3:58.96 Fin. 4:03.69 Fin. 4:05.05 Fin. 4:05.31 Fin. 4:10.39 Fin. 4:11.37 Fin.

   59.41 1st.  1:02.13 1st.    59.41 1st.    58.72 1st.  1:00.40 1st.    55.22 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 

2016/07/26 ～ 2016/07/27

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

自由形 有村　咲希 中1 濵田　桜佳 中2 東　　真衣 中3 奥村　芽空 中3 堀田　真琴 中2 西村　朱香 中1

50m 祁答院 南別府 甲南 第一鹿屋 鴨池 枕別府

決勝 27.84 28.14 28.34 28.41 29.54 29.75

自由形 冨山　純楓 中2 黒木梨々夏 中1 橋口七都希 中2 尾堂　　聖 中1 坂口　葵咲 中2 菊入　美渚 中2

200m 国分 南 和田 伊集院 南 金久

決勝 2:18.75 2:18.86 2:19.13 2:19.70 2:20.06 2:20.80

自由形 野上　亮子 中3 山之内希望 中1 岩元あやの 中3 平原佑葵乃 中2 前野　花乃 中1 井手　美月 中1

800m 東谷山 志布志 市来 谷山北 大笠 吉野

タイム決勝 9:27.50 9:47.93 9:53.23 9:58.98 10:08.95 10:17.51

背泳ぎ 山下　愛紗 中1 川村　麻鈴 中3 岩元　美咲 中3 中島　祐佳 中2 師玉　香子 中3 南　　莉桜 中1

100m 吾平 大姶良 国分南 伊集院 金久 加世田

決勝 1:09.07 1:09.92 1:10.50 1:11.90 1:12.38 1:13.74

平泳ぎ 日迫　　柚 中2 藤田倭伽那 中3 仮屋　透子 中1 濵田　桜佳 中2 中村　美海 中3 川嵜　美穂 中2

100m 日当山 万世 鹿大附属 南別府 南 福平

決勝 1:14.89 1:15.04 1:16.88 1:18.70 1:20.50 1:21.39

バタフライ 後野　真衣 中1 肥後明日香 中3 鎌田すみれ 中1 渡邉　望未 中2 石澤　麗華 中2 外尾　　翠 中1

100m 金峰 鹿児島玉龍 谷山 鹿屋東 伊敷台 金久

決勝 1:04.04 1:06.70 1:09.64 1:09.66 1:10.50 1:10.80

(中学新)

個人メドレー 山下ひなた 中1 浦本　奈々 中3 中野　文佳 中3 水流　花都 中2 水野　璃子 中1 西村　真緒 中1

200m 谷山 枕崎 鹿屋東 加治木 川内南 名瀬

決勝 2:21.78 2:27.68 2:35.31 2:36.91 2:37.68 2:40.41

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

400m 瀬戸山愛美 中3 山下ひなた 中1 尾堂　　聖 中1 中野　文佳 中3 満永　真希 中3 平田　野乃 中3

タイム決勝 中村　美海 中3 鎌田くるみ 中3 鈴木　琴乃 中3 三森　　杏 中2 郁　　美宙 中3 早川　眞可 中3

黒木梨々夏 中1 鎌田すみれ 中1 中島　祐佳 中2 渡邉　望未 中2 平　和香南 中1 宮薗　未帆 中3

坂口　葵咲 中2 西山　七海 中3 稲本　真子 中2 小浜　　英 中3 西村　真緒 中1 髙田　朱里 中3

4:48.80 Fin. 4:55.61 Fin. 4:56.95 Fin. 5:03.61 Fin. 5:13.43 Fin. 5:15.54 Fin.

 1:15.03 1st.  1:06.80 1st.  1:15.20 1st.  1:12.61 1st.  1:18.65 1st.  1:21.23 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 

2016/07/26 ～ 2016/07/27

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

個人メドレー 山下ひなた 中1 浦本　奈々 中3 水流　花都 中2 中野　文佳 中3 石澤　麗華 中2 浅野　実日 中3

400m 谷山 枕崎 加治木 鹿屋東 伊敷台 川内中央

決勝 4:57.15 5:21.54 5:28.87 5:29.03 5:44.48 5:59.79

(中学新)

平泳ぎ 日迫　　柚 中2 藤田倭伽那 中3 仮屋　透子 中1 中村　美海 中3 郁　　美宙 中3 川嵜　美穂 中2

200m 日当山 万世 鹿大附属 南 名瀬 福平

決勝 2:38.92 2:44.65 2:50.32 2:51.67 2:53.53 2:55.96

自由形 有村　咲希 中1 東　　真衣 中3 奥村　芽空 中3 堀田　真琴 中2 毛野　倖那 中2 中村　優伽 中3

100m 祁答院 甲南 第一鹿屋 鴨池 志布志 三笠

決勝 1:00.97 1:01.63 1:02.36 1:04.35 1:04.73 1:04.78

バタフライ 後野　真衣 中1 肥後明日香 中3 冨山　純楓 中2 黒木梨々夏 中1 坂口　葵咲 中2 鎌田すみれ 中1

200m 金峰 鹿児島玉龍 国分 南 南 谷山

決勝 2:18.53 2:27.98 2:28.14 2:32.04 2:33.92 2:34.91

(大会新)

背泳ぎ 山下　愛紗 中1 岩元　美咲 中3 川村　麻鈴 中3 中島　祐佳 中2 師玉　香子 中3 南　　莉桜 中1

200m 吾平 国分南 大姶良 伊集院 金久 加世田

決勝 2:30.72 2:33.32 2:33.88 2:34.20 2:34.81 2:38.13

自由形 野上　亮子 中3 山之内希望 中1 岩元あやの 中3 平原佑葵乃 中2 前野　花乃 中1 江﨑　桜華 中2

400m 東谷山 志布志 市来 谷山北 大笠 万世

決勝 4:37.83 4:47.02 4:49.86 4:51.04 4:55.42 4:57.00

リレー 南 中 伊集院 中 鹿屋東 中 川内北 中 谷山 中 隼人 中

400m 坂口　葵咲 中2 中島　祐佳 中2 中野　文佳 中3 久保　美紀 中2 山下ひなた 中1 髙田　朱里 中3

タイム決勝 黒木梨々夏 中1 尾堂　　聖 中1 名頭薗華恵 中3 長住　　愛 中3 西園奈那子 中3 平田　野乃 中3

瀬戸山愛美 中3 稲本　真子 中2 渡邉　望未 中2 別府　夏帆 中1 鎌田すみれ 中1 中村　樹音 中2

中村　美海 中3 鈴木　琴乃 中3 小浜　　英 中3 外園　千紘 中3 西山　七海 中3 宮薗　未帆 中3

4:26.10 Fin. 4:28.58 Fin. 4:34.03 Fin. 4:34.21 Fin. 4:34.45 Fin. 4:38.40 Fin.

 1:05.42 1st.  1:04.39 1st.  1:05.19 1st.  1:07.80 1st.  1:00.08 1st.  1:07.58 1st.
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新記録一覧

組/水 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

2016/07/27 15:32:04 SEIKO Swimming Results System

競技№   4 男子  200m 個人メドレー 予選
 4/ 4 早﨑　遼真                    甲南 中3  2:13.66 中学新

大会新

競技№  10 男子  100m バタフライ 予選
 4/ 4 萩之内　大                    坂元 中3    59.15 大会新

競技№  12 男子  100m 背泳ぎ 予選
 7/ 4 西小野皓大                    鹿屋東 中1  1:00.36 中学新

大会新

競技№  18 男子  200m 個人メドレー 決勝
 4 早﨑　遼真                    甲南 中3  2:13.24 中学新

大会新

競技№  23 女子  100m バタフライ 決勝
 4 後野　真衣                    金峰 中1  1:04.04 中学新

大会新

競技№  26 男子  100m 背泳ぎ 決勝
 4 西小野皓大                    鹿屋東 中1  1:00.58 中学新

大会新

競技№  28 男子  400m メドレーリレー タイム決勝
 4/ 7 鹿屋東 (西小野皓大                    ) 中学  1:00.64 中学新

大会新

 4:27.12

競技№  30 男子  400m 個人メドレー 予選
 2/ 4 早﨑　遼真                    甲南 中3  4:42.31 中学新

大会新

競技№  38 男子  200m 背泳ぎ 予選
 3/ 4 西小野皓大                    鹿屋東 中1  2:09.25 中学新

大会新

競技№  41 女子  400m 個人メドレー 決勝
 4 山下ひなた                    谷山 中1  4:57.15 中学新

大会新

競技№  42 男子  400m 個人メドレー 決勝
 4 早﨑　遼真                    甲南 中3  4:40.50 中学新

大会新

競技№  47 女子  200m バタフライ 決勝
 4 後野　真衣                    金峰 中1  2:18.53 大会新

競技№  50 男子  200m 背泳ぎ 決勝
 4 西小野皓大                    鹿屋東 中1  2:09.60 中学新

大会新
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標準記録突破者一覧 全中        

判定対象   1/100秒まで

登録No 氏名（チーム名） 所属名 学校 記録 対象
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男子 背泳ぎ　　　　  100m                      1:01.64

 356 西小野皓大 鹿屋東        中1  1:00.36 

男子 背泳ぎ　　　　  200m                      2:12.75

 356 西小野皓大 鹿屋東        中1  2:09.25 

男子 個人メドレー　  400m                      4:43.07

 373 早﨑　遼真 甲南          中3  4:40.50 

女子 バタフライ　　  200m                      2:19.85

 315 後野　真衣 金峰          中1  2:18.53 

女子 個人メドレー　  200m                      2:23.31

 392 山下ひなた 谷山          中1  2:21.78 

女子 個人メドレー　  400m                      5:02.79

 392 山下ひなた 谷山          中1  4:57.15 


