
第８４回山口県体育大会水泳競技大会（高校の部） ２８日10時00分 13時00分 ２９日09時00分 13時00分 県　新　…　◎

審判長 山　田　啓　治 天候 雨 曇り 晴れ 晴れ 県高新　…　▼
会期　平成２１年８月２８日(金)～２９日(土) 記録主任 山　﨑　啓　道 気温 -- -- 29.0℃ 32.0℃ 大会新　…　●
会場　山口県宇部市恩田運動公園プール 水温 -- -- 28.5℃ 29.0℃ 中国新　…　★

【男　子】
種目 距離

黒岩　優太 25.24 井町　優斗 25.97 清水　翔太 26.55 正司　　大 26.57 兼重　大樹 26.79 中村　真也 27.50 山本　崇義 27.59 中嶋　明良 27.75

長府高校 高3 野田学園高校 高3 西京高校 高2 西京高校 高2 光丘高校 高3 野田学園高校 高3 宇部高専 高2 宇部高専 高2

黒岩　優太 54.98 井町　優斗 55.84 坂井　雄斗 58.45 村岡　楓公 58.49 蔵本　直弥 59.85 中村　真也 59.91 長岡　宏樹 1:00.19 田中　浩貴 1:00.97

長府高校 高3 野田学園高校 高3 西京高校 高2 宇部高校 高2 徳山高専 高3 野田学園高校 高3 宇部工業高校 高2 山口高校 高2

中村　夏希 2:03.14 下世古侑大 2:03.60 太田　良樹 2:04.08 坂井　雄斗 2:07.81 原田　智志 2:09.25 掛水　崚介 2:13.54 田中　浩貴 2:18.89 長岡　宏樹 2:19.11

野田学園高校 高3 高水高校 高2 西京高校 高1 西京高校 高2 西京高校 高2 山口高校 高2 山口高校 高2 宇部工業高校 高2

山根　佳祐 4:11.54 清水　貴大 4:19.29 清水　翔太 4:24.95 下世古侑大 4:37.31 密山　　峰 4:41.59 藤村　大樹 4:52.45 三上　　瞭 4:57.00 中原　大樹 5:10.92

西京高校 高3 西京高校 高2 西京高校 高2 高水高校 高2 岩国商業高校 高3 青嶺高校 高1 岩国商業高校 高1 野田学園高校 高2

清水　貴大 16:56.87 今村　雄太 18:15.08 密山　　峰 18:31.11 青木　奉慶 18:43.91 岩崎　一馬 19:20.72 藤村　大樹 20:37.13 村岡　楓公 20:39.82 長見　朋佳 22:15.66

西京高校 高2 西京高校 高3 岩国商業高校 高3 西京高校 高2 高水高校 高2 青嶺高校 高1 宇部高校 高2 宇部工業高校 高1

山根　佳祐 1:02.28 貞光遼太郎 1:10.31 中野　雄介 1:12.03 長岡　勇樹 1:12.14 清水　史基 1:14.27 田中　将稔 1:14.70 岡村　拓美 1:15.78 岡本　庄平 1:16.41

西京高校 高3 光丘高校 高1 下関工業高校 高2 野田学園高校 高1 高水高校 高1 厚狭高校 高1 小野田高校 高2 豊浦高校 高2

貞光遼太郎 2:29.44 廣石　拓弥 2:32.07 長岡　勇樹 2:35.23 中野　雄介 2:35.73 吉田　嗣也 2:36.02 清水　史基 2:37.63 上野　貴広 2:43.54 岡本　庄平 2:44.54

光丘高校 高1 光丘高校 高1 野田学園高校 高1 下関工業高校 高2 大津高校 高2 高水高校 高1 宇部高校 高2 豊浦高校 高2

大林　稜典 1:05.34 正司　　大 1:07.33 小原井学人 1:08.30 山根　拓也 1:09.07 山本　崇義 1:12.64 末田　洋平 1:14.58 松永　昂也 1:16.74 古谷　修平 1:18.38

下関南高校 高2● 西京高校 高2 光丘高校 高2 西京高校 高1 宇部高専 高2 長府高校 高1 慶進高校 高2 高水高校 高1

大林　稜典 2:21.00 山根　拓也 2:27.38 小原井学人 2:34.27 末田　洋平 2:39.93 松永　昂也 2:41.83 古谷　修平 2:51.12 篠田　佑也 2:56.20 原谷　直志 3:01.53

下関南高校 高2● 西京高校 高1 光丘高校 高2 長府高校 高1 慶進高校 高2 高水高校 高1 防府高校 高1 豊浦高校 高2

中村　夏希 57.90 今村　雄太 58.02 渡邉　直之 1:02.68 戎野　航平 1:02.69 田中　雄太 1:02.77 掛水　崚介 1:03.73 岩崎　一馬 1:05.33 中嶋　明良 1:05.61

野田学園高校 高3 西京高校 高3 南陽工業高校 高3 下関国際高 高1 下関南高校 高3 山口高校 高2 高水高校 高2 宇部高専 高2

戎野　航平 2:19.35 南　　雄太 2:28.88 木村聡太郎 2:30.37 和田　拡也 2:32.75 松尾　博史 2:38.36 守田　知弘 2:58.47 上野　紀幸 2:59.10 中﨑　優斗 3:05.51

下関国際高 高1 西京高校 高1 西京高校 高2 高水高校 高1 山口高校 高2 徳山高専 高1 宇部高校 高1 宇部工業高校 高2

大井　崇弘 2:15.43 原　　絃貴 2:17.70 廣石　拓弥 2:28.27 山村　雄亮 2:28.64 木村聡太郎 2:31.67 吉中　祐貴 2:37.87 田中　竜一 2:41.96 長見　朋佳 2:47.16

長府高校 高3 高水高校 高1 光丘高校 高1 光丘高校 高1 西京高校 高2 宇部高校 高2 岩国商業高校 高2 宇部工業高校 高1

原　　絃貴 4:47.46 大井　崇弘 4:47.75 田中　竜一 5:42.10 藤岡　　毅 6:39.75 西川　誠弘 6:45.89 福井　勇仁 7:03.22

高水高校 高1 長府高校 高3 岩国商業高校 高2 宇部高校 高1 下関中央工高 高1 徳山高専 高3

西京高校 3:47.92 野田学園高校 3:51.91 高水高校 3:56.20 光丘高校 3:59.03 山口高校 4:06.16 宇部高校 4:06.28 宇部高専 4:08.79 宇部工業高校 4:12.52
原田　智志 高2 井町　優斗 高3 岩崎　一馬 高2 廣石　拓弥 高1 掛水　崚介 高2 村岡　楓公 高2 山本　崇義 高2 長岡　宏樹 高2

一泳    57.74 一泳    56.02 一泳  1:00.03 一泳  1:00.29 一泳    59.54 一泳    59.99 一泳  1:01.02 一泳  1:00.84
太田　良樹 高1 中村　真也 高3 清水　史基 高1 山村　雄亮 高1 出口　智嗣 高1 服部　健太 高1 川本　洋輔 高2 高橋　直也 高1
山根　拓也 高1 金子　昌平 高3 原　　絃貴 高1 兼重　大樹 高3 松尾　博史 高2 吉中　祐貴 高2 中嶋　明良 高2 木村　幸世 高2
清水　貴大 高2 中村　夏希 高3 下世古侑大 高2 小原井学人 高2 田中　浩貴 高2 岩谷　淳司 高1 辻畠　健児 高3 河野　　龍 高2
西京高校● 8:05.96 野田学園高校 8:33.95 高水高校 8:35.59 光丘高校 8:58.24 山口高校 9:12.64 宇部高校 9:21.40 岩国商業高校 9:33.71 宇部高専 9:38.13
山根　佳祐 高3 井町　優斗 高3 岩崎　一馬 高2 廣石　拓弥 高1 田中　浩貴 高2 村岡　楓公 高2 田中　竜一 高2 辻畠　健児 高3

一泳●  1:57.59 一泳  2:01.37 一泳  2:11.11 一泳  2:12.09 一泳  2:18.80 一泳  2:15.23 一泳  2:27.28 一泳  2:20.29
清水　翔太 高2 中村　真也 高3 原　　絃貴 高1 山村　雄亮 高1 松尾　博史 高2 岩谷　淳司 高1 湯浅　光雄 高2 中嶋　明良 高2
山根　拓也 高1 長岡　勇樹 高1 清水　史基 高1 兼重　大樹 高3 出口　智嗣 高1 上野　貴広 高2 三上　　瞭 高1 海老原和晃 高2
清水　貴大 高2 中村　夏希 高3 下世古侑大 高2 小原井学人 高2 掛水　崚介 高2 吉中　祐貴 高2 密山　　峰 高3 川本　洋輔 高2
西京高校 4:09.86 光丘高校 4:25.87 高水高校 4:29.04 野田学園高校 4:29.90 宇部高校 4:43.24 宇部高専 4:44.76 山口高校 4:46.40 豊浦高校 5:15.38
山根　拓也 高1 貞光遼太郎 高1 原　　絃貴 高1 長岡　勇樹 高1 上野　貴広 高2 中嶋　明良 高2 宮崎　陽平 高2 藤井玲央奈 高2

一泳  1:06.50 一泳  1:09.75 一泳  1:07.89 一泳  1:11.88 一泳  1:13.00 一泳  1:15.22 一泳  1:17.08 一泳  1:19.54
正司　　大 高2 小原井学人 高2 古谷　修平 高1 中村　夏希 高3 島村　亮助 高1 山本　崇義 高2 山根　涼介 高2 岡村　俊也 高1
今村　雄太 高3 廣石　拓弥 高1 岩崎　一馬 高2 中村　真也 高3 村岡　楓公 高2 勝田　真弘 高2 掛水　崚介 高2 竹田　　元 高2
原田　智志 高2 兼重　大樹 高3 下世古侑大 高2 井町　優斗 高3 吉中　祐貴 高2 辻畠　健児 高3 田中　浩貴 高2 山岡　賢史 高1
西京高校 野田学園高校 高水高校 光丘高校 宇部高校 長府高校 山口高校 岩国商業高校
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２８日10時00分 13時00分 ２９日09時00分 13時00分 県　新　…　◎

審判長 天候 雨 曇り 晴れ 晴れ 県高新　…　▼
記録主任 気温 -- -- 29.0℃ 32.0℃ 大会新　…　●

水温 -- -- 28.5℃ 29.0℃ 中国新　…　★

【女　子】
種目 距離

岡本　佳奈 28.94 小林　美紀 29.10 磯辺　如月 30.12 加藤　芽生 30.97 山村　望月 31.04 杉山　由姫 31.22 中谷　柊子 31.82 根ヶ山　慶 32.32

西京高校 高2 宇部西高校 高2 豊浦高校 高1 慶進高校 高1 光丘高校 高2 山口高校 高2 野田学園高校 高3 山口高校 高2

溝田　真子 1:01.22 小林　美紀 1:03.25 磯辺　如月 1:05.64 坂田　彩菜 1:07.64 原田　千児 1:08.97 中谷　柊子 1:08.99 古賀　祥子 1:09.48 山村　望月 1:10.27

西京高校 高2 宇部西高校 高2 豊浦高校 高1 防府高校 高2 誠英高校 高3 野田学園高校 高3 岩国高校 高2 光丘高校 高2

香月　　望 2:13.48 溝田　真子 2:14.33 田村　美樹 2:15.37 三浦　志穂 2:20.71 芦村　梨紗 2:22.93 守屋　美希 2:30.57 坂田　彩菜 2:31.22 古賀　祥子 2:32.86

長府高校 高2 西京高校 高2 西京高校 高1 新南陽高校 高1 高水高校 高1 田布施農業高 高1 防府高校 高2 岩国高校 高2

香月　　望 4:42.80 安田　彬乃 4:46.76 三浦　志穂 4:56.82 藤井　麻由 5:03.44 山本　結加 5:05.71 石田　千陽 5:30.35 藤村　朋江 5:45.11 藤井友記子 5:54.94

長府高校 高2 西京高校 高1 新南陽高校 高1 光丘高校 高1 岩国商業高校 高1 大津高校 高1 高水高校 高1 宇部高校 高2

玉林　恵実 9:39.45 安田　彬乃 9:57.33 山本　結加 10:27.69 石田　千陽 11:16.62 藤村　朋江 11:58.21 吉安さゆり 14:17.99 羽倉　千夏 15:52.73 小森　知美 17:10.16

長府高校 高1 西京高校 高1 岩国商業高校 高1 大津高校 高1 高水高校 高1 宇部中央高校 高2 高水高校 高1 宇部高校 高2

山下　安輝 1:03.95 田村　美樹 1:09.19 河内　桜子 1:15.96 神代　真依 1:18.70 小田　春花 1:22.49 田渕　里奈 1:23.28 印藤　萌香 1:24.36 加藤　芽生 1:26.21

豊浦高校 高1◎ 西京高校 高1 豊浦高校 高2 誠英高校 高3 下関南高校 高2 高水高校 高1 田布施農業高 高2 慶進高校 高1

山下　安輝 2:16.49 藤井　麻由 2:41.11 河内　桜子 2:49.06 田渕　里奈 2:53.83 印藤　萌香 2:57.35 小田　春花 2:57.35 神代　真依 2:57.90 柴田　聡美 3:24.29

豊浦高校 高1◎ 光丘高校 高1 豊浦高校 高2 高水高校 高1 田布施農業高 高2 下関南高校 高2(同5位) 誠英高校 高3 宇部中央高校 高1

狩俣　早希 1:22.70 藤川　紗英 1:31.82 森木　　忍 1:40.84 島田真佑実 1:45.23 男谷　詩乃 1:50.59 小森　知栄 1:54.27 原　英利子 1:55.50

光丘高校 高3 宇部高校 高1 宇部中央高校 高2 高水高校 高1 岩国高校 高1 宇部高校 高2 豊浦高校 高2

藤川　紗英 3:25.84 森木　　忍 3:37.44 妹尾　美咲 3:42.14 島田真佑実 3:44.43

宇部高校 高1 宇部中央高校 高2 田布施農業高 高1 高水高校 高1

田中美優夏 1:04.81 穐枝和佳奈 1:17.65 溝脇菜穂子 1:50.71

西京高校 高2 宇部高専 高1 岩国高校 高1

岡本　佳奈 2:33.25 玉林　恵実 2:35.82 伊藤　由佳 2:36.72 狩俣　早希 2:39.34 芦村　梨紗 2:40.80 守屋　美希 2:50.51 根ヶ山　慶 3:03.30 中村　文香 3:27.11

西京高校 高2 長府高校 高1 光丘高校 高3 光丘高校 高3 高水高校 高1 田布施農業高 高1 山口高校 高2 岩国高校 高1

田中美優夏 5:11.46 伊藤　由佳 5:30.86 穐枝和佳奈 6:08.86 木本　楓香 9:01.26

西京高校 高2 光丘高校 高3 宇部高専 高1 宇部高校 高2

西京高校 1:54.24 光丘高校 2:05.21 高水高校 2:06.52 豊浦高校 2:13.73 宇部高校 2:22.13 岩国高校 2:27.14 宇部中央高校 2:33.54
田中美優夏 高2 藤井　麻由 高1 芦村　梨紗 高1 山下　安輝 高1 藤井友記子 高2 古賀　祥子 高2 津村祐未子 高1

一泳    28.89 一泳    31.59 一泳    30.75 一泳    28.11 一泳    33.34 一泳    32.85 一泳    37.51
岡本　佳奈 高2 山村　望月 高2 田渕　里奈 高1 原　英利子 高2 小森　知美 高2 藤岡　亜衣 高1 縄田　佳純 高1
田村　美樹 高1 狩俣　早希 高3 吉田　キカ 高2 河内　桜子 高2 藤川　紗英 高1 藤中　美沙 高1 田村　菜生 高1
溝田　真子 高2 伊藤　由佳 高3 藤村　朋江 高1 磯辺　如月 高1 田中亜優実 高1 田村　朱里 高1 柴田　聡美 高1
西京高校● 4:05.51 光丘高校 4:33.35 高水高校 4:39.92 豊浦高校 4:55.20 宇部高校 5:02.26 岩国高校 5:09.36 宇部中央高校 5:51.26
田中美優夏 高2 山村　望月 高2 吉田　キカ 高2 山下　安輝 高1 田中亜優実 高1 古賀　祥子 高2 藤本　悠未 高2
一泳  1:00.82 一泳  1:09.30 一泳  1:11.02 一泳  1:00.73 一泳  1:17.96 一泳  1:09.84 一泳  1:24.81
岡本　佳奈 高2 伊藤　由佳 高3 藤村　朋江 高1 原　英利子 高2 藤井友記子 高2 中村　文香 高1 森木　　忍 高2
田村　美樹 高1 狩俣　早希 高3 田渕　里奈 高1 河内　桜子 高2 藤川　紗英 高1 溝脇菜穂子 高1 大谷　　茜 高2
溝田　真子 高2 藤井　麻由 高1 芦村　梨紗 高1 磯辺　如月 高1 葛神　美貴 高1 藤岡　亜衣 高1 柴田　聡美 高1
西京高校 4:44.17 光丘高校 5:06.28 高水高校 5:26.57 豊浦高校 5:29.86 岩国高校 6:25.88 宇部中央高校 6:28.44
田村　美樹 高1 藤井　麻由 高1 吉田　キカ 高2 山下　安輝 高1 男谷　詩乃 高1 大谷　　茜 高2

一泳  1:09.36 一泳  1:16.73 一泳  1:24.83 一泳  1:06.02 一泳  1:41.41 一泳  1:43.25
安田　彬乃 高1 狩俣　早希 高3 芦村　梨紗 高1 原　英利子 高2 古賀　祥子 高2 森木　　忍 高2
田中美優夏 高2 伊藤　由佳 高3 田渕　里奈 高1 磯辺　如月 高1 中村　文香 高1 吉安さゆり 高2
溝田　真子 高2 山村　望月 高2 藤村　朋江 高1 河内　桜子 高2 溝脇菜穂子 高1 藤本　悠未 高2
西京高校 光丘高校 豊浦高校 高水高校 宇部高校 岩国高校 宇部中央高校 長府高校
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会場　山口県宇部市恩田運動公園プール

第８４回山口県体育大会水泳競技大会（高校の部）
山　田　啓　治

会期　平成２１年８月２８日(金)～２９日(土) 山　﨑　啓　道


