
第27回鹿児島県高等学校新人水泳競技大会                 男子成績一覧表 

2019/08/29 ～ 2019/08/29

会場  霧島市国分総合水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 中村　星斗 高2 中村　海斗 高2 南谷　輝人 高1 小原慶師朗 高2 福地　啓太 高1 崎野　遥大 高1 出見　　颯 高2 濱根　輝希 高2

50m 鹿児島 鹿児島 鹿児島 鹿児島玉龍 国分 鹿児島中央 大島 鹿児島中央

タイム決勝 24.50 24.62 25.30 25.50 26.03 26.10 26.10 26.24

(同6位)

自由形 中村　海斗 高2 大迫　律毅 高2 小原慶師朗 高2 橋口晶太郎 高1 南谷　輝人 高1 時任　寛大 高2 迫田　朋彰 高2 福地　啓太 高1

100m 鹿児島 国分 鹿児島玉龍 鹿児島情報 鹿児島 川内 鹿児島 国分

タイム決勝 53.03 53.83 55.12 55.17 55.24 55.56 56.41 57.27

自由形 浦田　篤志 高2 小宮　　律 高2 橋口晶太郎 高1 白石　恒太 高1 大迫　律毅 高2 時任　寛大 高2 樋脇　健吾 高1 迫田　朋彰 高2

200m 甲南 甲南 鹿児島情報 川内 国分 川内 曽於 鹿児島

タイム決勝 1:54.74 1:57.21 1:57.98 1:59.15 2:00.49 2:02.55 2:03.07 2:03.08

自由形 浦田　篤志 高2 小宮　　律 高2 白石　恒太 高1 迫田　倖洋 高2 福山　大騎 高1 田之上旺介 高2 山﨑　友誠 高2 木下　翔斗 高1

400m 甲南 甲南 川内 鹿児島 大島 出水 鹿児島玉龍 鶴翔

タイム決勝 4:00.20 4:06.74 4:14.85 4:26.96 4:27.75 4:30.55 4:30.86 4:33.28

(大会新)

自由形 中村　星斗 高2 中村　海斗 高2 浦田　篤志 高2 池田　匡佑 高2 佐々木　快 高1 米山　和博 高1 中園　剛志 高2 橋口晶太郎 高1

800m 鹿児島 鹿児島 甲南 与論 甲南 国分 鹿児島情報 鹿児島情報

タイム決勝 24.37 24.64 24.84 25.00 25.06 25.08 25.17 25.23

背泳ぎ 寺園　生吹 高1 多久島岳登 高2 片ノ坂涼介 高2 倉津　麗来 高2 田畑貫太朗 高2 三上　大樹 高1 福留　蒼空 高1 宮田　　司 高2

50m 川内 加治木 錦江湾 出水 大島 甲南 加治木工業 出水工業

タイム決勝 27.98 29.00 29.39 29.44 30.01 30.16 30.88 31.29

背泳ぎ 中園　剛志 高2 寺園　生吹 高1 鮫島　虎泰 高2 多久島岳登 高2 片ノ坂涼介 高2 吉満　大貴 高2 田畑貫太朗 高2 髙野　史秀 高1

100m 鹿児島情報 川内 鹿児島情報 加治木 錦江湾 鹿児島情報 大島 国分

タイム決勝 58.00 1:02.04 1:03.03 1:03.23 1:03.39 1:03.68 1:04.65 1:05.77

背泳ぎ 西小野皓大 高1 中園　剛志 高2 中村　星斗 高2 吉満　大貴 高2 髙野　史秀 高1 井ノ下瑞己 高1 蘇畑　晴斗 高1 島川　太智 高2

200m 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島 鹿児島情報 国分 川内商工 大島 川内

タイム決勝 1:57.32 2:07.02 2:08.03 2:19.41 2:23.62 2:25.45 2:31.66 2:34.61

(大会新)

平泳ぎ 田浦　響喜 高2 二又川晃哉 高2 和田　恒平 高2 大前　　怜 高2 日髙　大輔 高1 津曲　時秀 高2 立山　想大 高1 山田　翔太 高2

50m 鹿児島情報 鹿児島 大島 鹿児島工業 鶴丸 鹿屋農業 鹿児島工業 大島

タイム決勝 31.29 31.35 32.08 32.14 32.38 32.39 33.61 34.01

平泳ぎ 池田　匡佑 高2 米山　和博 高1 岩尾　匡慶 高1 田浦　響喜 高2 二又川晃哉 高2 野村　　奨 高1 本山　貴大 高1 萩平　優人 高2

100m 与論 国分 国分 鹿児島情報 鹿児島 川内 国分 鹿児島玉龍

タイム決勝 1:04.08 1:04.83 1:06.45 1:06.66 1:07.51 1:08.30 1:08.68 1:09.66
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第27回鹿児島県高等学校新人水泳競技大会                 男子成績一覧表 

2019/08/29 ～ 2019/08/29

会場  霧島市国分総合水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

平泳ぎ 池田　匡佑 高2 米山　和博 高1 岩尾　匡慶 高1 横山　直哉 高1 野村　　奨 高1 本山　貴大 高1 萩平　優人 高2 森岡　敬司 高2

200m 与論 国分 国分 鹿児島実業 川内 国分 鹿児島玉龍 奄美

タイム決勝 2:18.22 2:20.22 2:27.63 2:29.01 2:29.02 2:32.12 2:34.33 2:41.23

バタフライ 大塚　悠智 高2 堂薗　紘嵩 高1 倉津　麗来 高2 栗須　隆輝 高2 古村　　匠 高2 大前　　怜 高2 永田　弥陸 高1 髙田　勇輝 高2

50m 甲南 川辺 出水 鶴翔 鹿児島商業 鹿児島工業 川内 鹿児島

タイム決勝 27.06 27.49 27.63 27.97 28.13 28.16 28.36 28.85

バタフライ 岩切　斗吾 高1 福永　航己 高2 大塚　悠智 高2 松本　雅矢 高1 中野　　宙 高1 栗須　隆輝 高2 永田　弥陸 高1 樋脇　健吾 高1

100m 鹿児島情報 国分 甲南 鹿児島 鹿屋工業 鶴翔 川内 曽於

タイム決勝 57.27 57.90 58.75 1:00.18 1:00.38 1:00.91 1:00.93 1:01.71

バタフライ 福永　航己 高2 仮屋　祐志 高1 岩切　斗吾 高1 中野　　宙 高1 木下　翔斗 高1 山本　空 高2

200m 国分 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿屋工業 鶴翔 国分中央

タイム決勝 2:06.43 2:06.56 2:07.29 2:10.14 2:25.86 2:37.94

個人メドレー 西小野皓大 高1 佐々木　快 高1 堀之内駿輝 高2 仮屋　祐志 高1 瀬戸口怜希 高2 福田　海輝 高2 藤﨑　大和 高2 崎野　遥大 高1

200m 鹿児島情報 甲南 鶴丸 鹿児島情報 甲南 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島中央

タイム決勝 2:01.39 2:07.10 2:11.53 2:11.80 2:12.88 2:14.12 2:16.81 2:18.66

(大会新)

個人メドレー 佐々木　快 高1 堀之内駿輝 高2 鮫島　虎泰 高2 福田　海輝 高2 瀬戸口怜希 高2

400m 甲南 鶴丸 鹿児島情報 鹿児島情報 甲南

タイム決勝 4:32.36 4:37.34 4:37.94 4:42.01 4:44.74

リレー 鹿児島情報高 高 鹿児島高 高 甲南 高 国分 高 川内高 高 鹿児島玉龍 高 鹿児島中央 高 大島 高

400m 橋口晶太郎 高1 中村　海斗 高2 浦田　篤志 高2 大迫　律毅 高2 白石　恒太 高1 小原慶師朗 高2 崎野　遥大 高1 出見　　颯 高2

タイム決勝 岩切　斗吾 高1 迫田　朋彰 高2 瀬戸口怜希 高2 米山　和博 高1 時任　寛大 高2 有村　拓海 高2 折田　稜汰 高2 山田　翔太 高2

西小野皓大 高1 南谷　輝人 高1 佐々木　快 高1 福永　航己 高2 永田　弥陸 高1 鶴田　侑士 高2 田中彪太郎 高2 福山　大騎 高1

中園　剛志 高2 中村　星斗 高2 小宮　　律 高2 福地　啓太 高1 丸田真之介 高1 山﨑　友誠 高2 濱根　輝希 高2 和田　恒平 高2

3:34.01 Fin. 3:35.27 Fin. 3:36.92 Fin. 3:39.70 Fin. 3:46.05 Fin. 3:50.36 Fin. 3:52.91 Fin. 3:55.96 Fin.

   55.37 1st.    52.46 1st.    53.45 1st.    53.90 1st.    54.69 1st.    54.93 1st.    56.35 1st.    58.36 1st.
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第27回鹿児島県高等学校新人水泳競技大会                 男子成績一覧表 

2019/08/29 ～ 2019/08/29

会場  霧島市国分総合水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

メドレーリレー 鹿児島情報高 高 鹿児島高 高 国分 高 川内高 高 鹿児島玉龍 高 大島 高 鹿児島中央 高 鶴丸 高

400m 中園　剛志 高2 中村　星斗 高2 岩尾　匡慶 高1 寺園　生吹 高1 吉田　　薫 高1 田畑貫太朗 高2 崎野　遥大 高1 大保　晴人 高1

タイム決勝 田浦　響喜 高2 二又川晃哉 高2 米山　和博 高1 野村　　奨 高1 萩平　優人 高2 和田　恒平 高2 田ノ上拓海 高2 日髙　大輔 高1

岩切　斗吾 高1 中村　海斗 高2 福永　航己 高2 永田　弥陸 高1 山﨑　友誠 高2 出見　　颯 高2 田中彪太郎 高2 堀之内駿輝 高2

橋口晶太郎 高1 南谷　輝人 高1 大迫　律毅 高2 白石　恒太 高1 小原慶師朗 高2 福山　大騎 高1 濱根　輝希 高2 前田　好裕 高2

3:56.56 Fin. 4:01.10 Fin. 4:01.89 Fin. 4:06.00 Fin. 4:19.47 Fin. 4:19.66 Fin. 4:22.14 Fin. 4:25.41 Fin.

   58.86 1st.    59.45 1st.  1:04.70 1st.  1:02.55 1st.  1:09.42 1st.  1:06.81 1st.  1:06.11 1st.  1:10.13 1st.
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第27回鹿児島県高等学校新人水泳競技大会                 女子成績一覧表 

2019/08/29 ～ 2019/08/29

会場  霧島市国分総合水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 山下ひなた 高1 水流　花都 高2 吉川　眞帆 高1 毛野　倖那 高2 堀田　真琴 高2 山下　桃子 高1 福迫　結円 高1 蔵　野々夏 高2

50m 甲南 加治木 鹿児島 志布志 鹿児島 鹿児島玉龍 鹿児島 大島

タイム決勝 27.40 27.75 29.17 29.17 29.23 30.34 30.66 33.04

(同3位)

自由形 後野　真衣 高1 水流　花都 高2 毛野　倖那 高2 濵田　桜佳 高2 吉川　眞帆 高1 堀田　真琴 高2 山下　愛紗 高1 詫摩さくら 高1

100m 加世田 加治木 志布志 鹿児島情報 鹿児島 鹿児島 鹿児島 甲南

タイム決勝 59.01 1:00.04 1:02.84 1:03.17 1:03.36 1:03.86 1:04.26 1:04.65

自由形 中島　祐佳 高2 山之内希望 高1 木村有里彩 高1 水野　璃子 高1 詫摩さくら 高1 上野　海璃 高2 長谷川　碧 高2 井手　美月 高1

200m 鹿児島情報 志布志 国分 川内 甲南 松陽 大島 鹿児島中央

タイム決勝 2:07.48 2:14.64 2:15.63 2:18.07 2:21.11 2:21.31 2:21.35 2:21.98

自由形 山之内希望 高1 木村有里彩 高1 吉田　朱里 高2 井手　美月 高1 吉川　愛乃 高2 松下　亜矢 高2 園田　紫音 高2

400m 志布志 国分 与論 鹿児島中央 鹿児島女子 甲南 鹿児島純心

タイム決勝 4:38.07 4:49.18 5:05.13 5:06.98 5:10.25 5:32.20 5:39.61

自由形 山下ひなた 高1 有村　咲希 高1 後野　真衣 高1 中島　祐佳 高2 水流　花都 高2 木村有里彩 高1 吉川　眞帆 高1 山下　愛紗 高1

800m 甲南 鹿児島情報 加世田 鹿児島情報 加治木 国分 鹿児島 鹿児島

タイム決勝 27.11 27.26 27.33 27.46 27.46 28.52 28.83 29.04

(同4位)

自由形 中島　祐佳 高2 水流　花都 高2

1500m 鹿児島情報 加治木

タイム決勝 27.11 Fin. 27.30 Fin.

800 800

背泳ぎ 山下　愛紗 高1 南　　莉桜 高1 坂口　葵咲 高2 濵田　桜佳 高2 久保　美紀 高2 中村　樹音 高2 中野　　桜 高2 福田　美海 高2

50m 鹿児島 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島情報 川内商工 加治木 鶴丸 鶴丸

タイム決勝 31.27 31.72 32.62 34.27 35.02 35.17 35.91 36.29

背泳ぎ 南　　莉桜 高1 坂口　葵咲 高2 平　和香南 高1 有村　依夕 高1 良井　香南 高2 久保　美紀 高2 禧久　　和 高2 台場　心七 高2

100m 鹿児島情報 鹿児島情報 奄美 指宿 松陽 川内商工 鹿児島情報 鹿児島

タイム決勝 1:07.34 1:10.75 1:12.55 1:13.62 1:14.13 1:14.67 1:16.13 1:17.84

背泳ぎ 石澤　麗華 高2 有村　依夕 高1 良井　香南 高2 平　和香南 高1 禧久　　和 高2 大野　涼夏 高1

200m 鹿児島女子 指宿 松陽 奄美 鹿児島情報 大島

タイム決勝 2:35.33 2:37.31 2:38.61 2:40.56 2:43.34 3:01.69
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第27回鹿児島県高等学校新人水泳競技大会                 女子成績一覧表 

2019/08/29 ～ 2019/08/29

会場  霧島市国分総合水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

平泳ぎ 北薗　祐希 高1 仮屋　透子 高1 永山　愛帆 高2 井手　美咲 高1 川嵜　美穂 高2 台場　心七 高2 柳　ゆうき 高1 奥　美咲妃 高1

50m 鹿児島 鹿児島 甲南 鹿屋 鹿児島女子 鹿児島 錦江湾 鹿児島女子

タイム決勝 34.68 34.76 35.99 36.16 38.11 38.46 39.14 39.36

平泳ぎ 日迫　　柚 高2 仮屋　透子 高1 北薗　祐希 高1 橋口七都希 高2 酒匂　春奈 高1 永井　杏奈 高2 井手　美咲 高1 三森　　杏 高2

100m 鹿児島情報 鹿児島 鹿児島 鹿児島南 甲南 大島 鹿屋 甲南

タイム決勝 1:14.13 1:14.68 1:14.77 1:16.54 1:17.48 1:18.59 1:18.87 1:20.70

平泳ぎ 日迫　　柚 高2 橋口七都希 高2 永井　杏奈 高2 西村　真緒 高1 宮路　夏穂 高2 永山　愛帆 高2 楠元　菜穂 高2 三森　　杏 高2

200m 鹿児島情報 鹿児島南 大島 大島 国分 甲南 出水 甲南

タイム決勝 2:35.23 2:42.51 2:47.71 2:49.81 2:53.14 2:57.00 2:57.76 3:01.62

バタフライ 有村　咲希 高1 黒木梨々夏 高1 西村　朱香 高1 鎌田すみれ 高1 岩元明日香 高1 渡邉　望未 高2 新納　沙香 高2 山下　桃子 高1

50m 鹿児島情報 鹿児島 鹿児島情報 甲南 国分 鹿屋 鹿児島 鹿児島玉龍

タイム決勝 29.16 29.34 29.95 30.22 30.34 30.90 32.18 32.23

バタフライ 有村　咲希 高1 中島　祐佳 高2 黒木梨々夏 高1 冨山　純楓 高2 鎌田すみれ 高1 渡邉　望未 高2 岩元明日香 高1 石澤　麗華 高2

100m 鹿児島情報 鹿児島情報 鹿児島 国分 甲南 鹿屋 国分 鹿児島女子

タイム決勝 1:02.37 1:02.77 1:04.27 1:04.81 1:05.91 1:06.54 1:06.84 1:06.99

(大会新)

バタフライ 後野　真衣 高1 冨山　純楓 高2 永田　佳代 高2

200m 加世田 国分 鹿児島情報

タイム決勝 2:12.89 2:22.09 2:23.86

(大会新)

個人メドレー 山下ひなた 高1 永田　佳代 高2 西村　真緒 高1 水野　璃子 高1 中原　美海 高1 平原佑葵乃 高2 上野　海璃 高2 中野　　桜 高2

200m 甲南 鹿児島情報 大島 川内 大島 鹿児島南 松陽 鶴丸

タイム決勝 2:15.19 2:30.91 2:32.30 2:32.31 2:40.11 2:40.44 2:40.53 2:43.43

(大会新)

個人メドレー 酒匂　春奈 高1 中原　美海 高1

400m 甲南 大島

タイム決勝 5:25.55 5:43.95

2019/08/29 17:38:29 SEIKO Swimming Results System  2 / 3ページ



第27回鹿児島県高等学校新人水泳競技大会                 女子成績一覧表 

2019/08/29 ～ 2019/08/29

会場  霧島市国分総合水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

リレー 鹿児島情報高 高 国分 高 甲南 高 鹿児島高 高 大島 高 鹿児島女子 高 鹿屋高 高

400m 有村　咲希 高1 木村有里彩 高1 山下ひなた 高1 吉川　眞帆 高1 長谷川　碧 高2 石澤　麗華 高2 井手　美咲 高1

タイム決勝 中島　祐佳 高2 冨山　純楓 高2 酒匂　春奈 高1 福迫　結円 高1 中原　美海 高1 吉川　愛乃 高2 本田　花音 高2

坂口　葵咲 高2 岩元明日香 高1 鎌田すみれ 高1 堀田　真琴 高2 永井　杏奈 高2 松元　歩希 高1 渡邉　望未 高2

濵田　桜佳 高2 宮路　夏穂 高2 詫摩さくら 高1 山下　愛紗 高1 西村　真緒 高1 奥　美咲妃 高1 清水　楓里 高2

4:04.91 Fin. 4:12.20 Fin. 4:12.40 Fin. 4:18.08 Fin. 4:21.94 Fin. 4:30.65 Fin. 4:31.57 Fin.

   59.18 1st.  1:01.29 1st.    58.04 1st.  1:04.48 1st.  1:05.41 1st.  1:05.07 1st.  1:05.46 1st.

メドレーリレー 鹿児島情報高 高 甲南 高 鹿児島高 高 国分 高 鹿児島女子 高 鹿屋高 高 大島 高

400m 南　　莉桜 高1 山下ひなた 高1 山下　愛紗 高1 岩元明日香 高1 松元　歩希 高1 本田　花音 高2 中原　美海 高1

タイム決勝 日迫　　柚 高2 酒匂　春奈 高1 北薗　祐希 高1 宮路　夏穂 高2 川嵜　美穂 高2 井手　美咲 高1 西村　真緒 高1

有村　咲希 高1 鎌田すみれ 高1 黒木梨々夏 高1 冨山　純楓 高2 石澤　麗華 高2 渡邉　望未 高2 里島　朱音 高1

中島　祐佳 高2 詫摩さくら 高1 堀田　真琴 高2 木村有里彩 高1 吉川　愛乃 高2 清水　楓里 高2 蔵　野々夏 高2

4:24.75 Fin. 4:31.68 Fin. 4:34.60 Fin. 4:43.66 Fin. 4:56.90 Fin. 4:57.62 Fin. 5:04.39 Fin.

(大会新)

 1:09.69 1st.  1:03.84 1st.  1:08.87 1st.  1:15.60 1st.  1:19.37 1st.  1:21.06 1st.  1:16.78 1st.

(大会新) 1st.
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第27回鹿児島県高等学校新人水泳競技大会            

                                                  

霧島市国分総合水泳プール  

Page    1

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

2019/08/29 20:33:51 SEIKO Swimming Results System

競技№   1 女子  400m メドレーリレー タイム決勝
 2/ 3 鹿児島情報高 (南　　莉桜 ) 高校  1:09.69  4:24.75 大会新

 2/ 4 甲南                          (山下ひなた                    ) 高校  1:03.84 大会新  4:31.68

競技№   5 女子  200m バタフライ タイム決勝
 1/ 3 後野　真衣 加世田 高1  2:12.89 大会新

競技№   8 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝
 2/ 3 西小野皓大 鹿児島情報 高1  1:57.32 大会新

競技№  22 男子  400m 自由形 タイム決勝
 3/ 3 浦田　篤志                    甲南            高2  4:00.20 大会新

競技№  23 女子  200m 個人メドレー タイム決勝
 2/ 3 山下ひなた                    甲南            高1  2:15.19 大会新

競技№  24 男子  200m 個人メドレー タイム決勝
 3/ 3 西小野皓大 鹿児島情報 高1  2:01.39 大会新

競技№  27 女子  100m バタフライ タイム決勝
 3/ 3 有村　咲希 鹿児島情報 高1  1:02.37 大会新


