
1 2 3 4 5 6 7 8

800ｍ 自 由 形 永田  直士 　専3 稲葉　幹平　　専１ 宇田　康生　　専4 廣野　淳也　　専2 山田　哲也　　専4 川本　洋輔　　専3 出口　雄士　　専４ 河合　冬馬　　専１

（大島高専） （米子高専） （津山高専） （津山高専） （大島高専） （宇部高専） （宇部高専） （米子高専）

　10：03．70 　10：11．75 　10：25．56 　10：30．96 　10：54．13 　10：55．49 　11：08．21 　12：12．74

400ｍ メドレーリレー 米子高専 大島高専 宇部高専 松江高専 津山高専 徳山高専 広島高専 呉　高専

武良　優輝 　専4 永田 直士　　専3 藤本 　　空　　専1 高橋　悠輔　　専2 宇田　康生　　専4 大平　謙太　　専2　　 細木　恭馬　　専2 中原　聡志　　専3

村尾　太一  　専3 山田　哲也　　専4 山本　崇義　　専3 高田　祐介　　専2 日笠　陽介　　専3 藤井　　　光　 専5　　 宮田　崇志　　専4 岩佐光次郎　 専4

稲葉　幹平  　専１ 永田　啓人    専4 中嶋　明良　　専3 福田　洋顕　　専2 大賀　祥太　　専2 守田　知弘　　専2　　 山平　貴文　　専5 石井　雅也　　専1

山﨑　基弘　 専4 橋本　貴大　 専2 辻畠　健児　　専4 三島　和紀　　専2 高野　伸一　　専3 上村　歩夢　　専1　　 神田　桂伍　　専3 瀧本悠太郎 　専3

　4：24．84　　Fin. 　4：34．48　　Fin． 　4：34．78　　Ｆｉｎ. 　4：43．72　　Fin． 　5：18．19　　Fin. 　5：19．16　　Fin. 　5：22．89　　Fin. 失格

（大会新）

　1：08.73　　1st. 　1：11.06　　1st. 　1：18.49　　1st. 　1：28.24　　1st. 　1：16.90　　1st. 　1：24.56　　1st. 　1：28.87　　1st. 　1：40.28　　1st.

400ｍ 自 由 形 廣野　淳也　　専2 酒井　智弘　　専2 蔵本　直弥　　専4 川本　洋輔　　専3 神田　桂伍　　専3 出口　雄士　　専4 橋本　貴大　　専2 横田　健三　　専5

（津山高専） （津山高専） （徳山高専） （宇部高専） （広島高専） （宇部高専） （大島高専） （大島高専）

　4：55．48 　5：12．31 　5：13．22 　5：18．53 　5：27．32 　5：29．99 　5：34．19 　5：57．35

200ｍ 個 人 メ ド レ ー 福田　洋顕　　専2 永田　啓人  専4 海老原 和晃　専3 竹内 　　卓　　専5 酒井　智弘　　専2 坂本　　遼　　専2 長沼　佑芙希　専4 木下  大地　　専1

（松江高専） （大島高専） （宇部高専） （津山高専） （津山高専） （宇部高専） （徳山高専） （米子高専）

　2：19．67 　2：40．09 　2：42．98 　2：47．87 　2：53．45 　3：07．30 　3：32．38 　3：47．17

（大会タイ）

 種目　　　　　　　  順位

第46回中国地区高等専門学校体育大会　水泳　総合成績



200ｍ 背 泳 ぎ 永田 直士　　専３ 武良　優輝　　専4 岡林 　　諒　　専4 林　　尚弥　　専４ 日笠　陽介　　専3 松原　央樹　　専3 大田　京一郎　専4 藤本　　空　　専1

（大島高専） （米子高専） （大島高専） （松江高専） （津山高専） （米子高専） （宇部高専） （宇部高専）

　2：34．51 　2：35．31 　2：39．81 　2：50．13 　2：52．62 　2：54．37 　2：58．51 途中棄権

200ｍ バ タ フ ラ イ 中嶋　明良　　専3 勝田　真弘　　専３ 守田　知弘　　専2　　 高野　伸一　　専3 河合　冬馬　　専1 大賀　祥太　　専2 西尾　和昭　　専2 上村　歩夢　　専1

（宇部高専） （宇部高専） （徳山高専） （津山高専） （米子高専） （津山高専） （米子高専） （徳山高専）

　2：42．24 　2：49．11 　2：57．39 　3：11．95 　3：11．96 　3：14．99 　3：27．78 　3：33．69

200ｍ 自 由 形 福田　洋顕　　専2 三島　和紀　　専2 永田　啓人  専４ 辻畠　健児　　専4 竹内 　　卓　　専5 田辺　史也　　専１ 森　　祐介　　専2 砂田　貴彬　　専5

（松江高専） （松江高専） （大島高専） （宇部高専） （津山高専） （宇部高専） （米子高専） （大島高専）

　2：06．88 　2：15．06 　2：18．51 　2：22．95 　2：25．55 　2：34．52 　2：35．74 　2：39．69

200ｍ 平      泳      ぎ村尾　太一　　専3 高田　祐介　　専2 山本　崇義　　専3 平岡　大樹　　専2 山田　哲也　　専4 馬場　浩太　　専1 小林　大輝　　専１ 藤井　　光　　専5

（米子高専） （松江高専） （宇部高専） （大島高専） （大島高専） （宇部高専） （津山高専） （徳山高専）

　2：33．46 　2：35．35 　2：40．77 　2：57．37 　2：59．39 　3：12．45 　3：16．10 　3：25．88

(大会新) (大会新)

100ｍ 背 泳 ぎ 田中　丈二　　専3 武良　優輝　　専4 岡林 　　諒　　専4 宇田　康生　　専4 西道　隆浩　　専4 日笠　陽介　　専3 松原　央樹　　専3 藤本　　空　　専1

（大島高専） （米子高専） （大島高専） （津山高専） （呉高専） （津山高専） （米子高専） （宇部高専）

　1：07．05 　1：09．93 　1：13．30 　1：16．29 　1：17．70 　1：17．90 　1：19．14 　1：20．53

100ｍ バ タ フ ラ イ 中嶋　明良　　専3 稲葉　幹平　　専１ 山平　貴文　　専5 守田　知弘　　専2 勝田　真弘　　専３ 高野　伸一　　専3 上村　歩夢　　専1 辻野　　格　　専2

（宇部高専） （米子高専） （広島高専） （徳山高専） （宇部高専） （津山高専） （徳山高専） （米子高専）

　1：04．91 　1：07．25 　1：07．31 　1：15．54 　1：15．96 　1：19．81 　1：26．30 　1：28．88



100ｍ 自 由 形 三島　和紀　　専2 蔵本　直弥　　専４ 橋本　貴大　　専2 山﨑　基弘　　専4 神田　桂伍　　専3 辻畠　健児　　専4 海老原　和晃　専3 山田　大輔　　専5

（松江高専） （徳山高専） （大島高専） （米子高専） （広島高専） （宇部高専） （宇部高専） （大島高専）

　0：58．78 　0：59．66 　1：00．20 　1：01．08 　1：01．93 　1：02．52 　1：02．97 　1：03．61

100ｍ 平 泳 ぎ 高田　祐介　　専2 村尾　太一　　専3 山本　崇義　　専3 馬場　浩太　　専1 小林　大輝　　専１ 横山　　慶　　専1 藤井　　光　　専5 宮田　崇志　　専4

（松江高専） （米子高専） （宇部高専） （宇部高専） （津山高専） （米子高専） （徳山高専） （広島高専）

　1：11．22 　1：11．49 　1：13．48 　1：29．24 　1：30．25 　1：30．28 　1：32．27 　1：32．36

400ｍ リ レ ー 米子高専 宇部高専 大島高専 松江高専 津山高専 徳山高専 呉　高専 広島高専

武良　優輝　　専4 中嶋　明良　　専3 永田　啓人  専４ 高橋　悠輔　　専2 酒井　智弘　　専2 蔵本　直弥　 専4 西道　隆浩　　専4 細木　恭馬　　専2

山﨑　基弘　　専4 川本　洋輔　　専3 永田 直士　　専３ 高田　祐介　　専2 大賀　祥太　　専2 上村　歩夢　　専1　　 岩佐光次郎　　専4 大坪　鴻介　　専3

村尾　太一　　専3 山本　崇義　　専3 田中　丈二　　専3 福田　洋顕　　専2 高野　伸一　　専3 守田　知弘　　専2　　 緑　　大介　　専5 甲斐　翔太　　専2

稲葉　幹平　　専１ 辻畠　健児　　専4 橋本　貴大　　専2 三島　和紀　　専2 廣野　淳也　　専2 林 　　俊秀　　専3　　 石井　雅也　　専1 神田　桂伍　　専3

　4：01．00　　Fin. 　4：02．45　　Fin. 　4：05．03　　Fin. 　4：06．89　　Fin. 　4：15．80　　Fin. 　4：25．00　　Fin. 　4：43．93　　Fin. 　5：09．47　　１st.

（大会新） （大会新）

　58.99　　1st. 　1：00．79　　1ｓｔ. 　59．99　　１st. 　1：09．25　　１st. 　1：02．68　　１st. 　1：00．61　　１st. 　1：09．69　　１st. 　1：11．41　　１st.



100ｍ 女 子 平 泳 ぎ 今津　杏菜　　専１ 福原　千晶　　専3 中尾　あかり　専3 大橋　由美　　専1 花房　来美　　専１

(松江高専） (徳山高専） (米子高専） (津山高専） (津山高専）

　1：18．82 　1：39．83 　1：45．33 　2：10．03 　2：16．01

（大会新）

100ｍ 女 子 自 由 形 今津　杏菜　　専１ 舩越　杏子　　専3 長藤　美咲　　専2 川原 　　萌　　専2 寺元　玲奈　　専1 布元　夏美　　専1

(松江高専） (米子高専） (大島高専） (広島高専） (津山高専） (津山高専）

　1：03．52 　1：11．74 　1：14．72 　1：16．40 　1：22．68 　1：34．66

　50ｍ 女 子 背 泳 ぎ 穐枝　和佳奈　専2 福原　千晶　　専3 舩越　杏子　　専3 長藤　美咲　　専2 大橋　由美　　専1 布元　夏美　　専1

（宇部高専） （徳山高専） （米子高専） （大島高専） (津山高専） (津山高専）

　0：38．74 　0：39．82 　0：39．84 　0：40．07 　0：45．04 　0：53．32

　50ｍ 女子バタフライ 穐枝　和佳奈　専2 寺元　玲奈　　専1 川原 　　萌 　専2 花房　来美 　専１

（宇部高専） （津山高専） （広島高専） （津山高専）

　0：33．83 　0：38．65 　0：38．67 　0：51．15

（大会新）

　200ｍ女 子 リ レ ー 米子高専 津山高専

井戸垣　遼　　専2 寺元　玲奈　　専1

中尾　あかり　専3 布元　夏美　　専1

吉田　千紘　　専3 花房　来美　　専１

舩越　杏子　　専3 大橋　由美　　専1

　2：29．04　　Fin. 　2：31．39　　Fin.

　0：38．83　　１st. 　0：35．44　　１st.


