
 第45回中国地区高等専門学校体育大会 水泳                男子成績一覧表 

 2009/07/04 ～ 2009/07/04

 会場  宇部市恩田運動公園プール   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 蔵本　直弥 専3 神田　桂伍 専2 緑　　大介 専4 山﨑　基弘 専3 橋本　貴大 専1 海老原　和晃 専2 辻畠　健児 専3 高見　真 専3

100m 徳山高専 広島高専 呉高専 米子高専 大島高専 宇部高専 宇部高専 松江高専

決勝 59.30 1:01.40 1:01.61 1:01.91 1:02.62 1:03.90 1:04.11 1:08.80

自由形 沖津　昂也 専5 永田　啓人 専3 廣野　淳也 専1 神田　桂伍 専2 辻畠　健児 専3 竹内　卓 専4 山﨑　基弘 専3 山田　哲也 専3

200m 宇部高専 大島高専 津山高専 広島高専 宇部高専 津山高専 米子高専 大島高専

決勝 2:07.63 2:13.98 2:17.94 2:19.59 2:19.65 2:20.65 2:26.65 2:30.77

自由形 川本　洋輔 専2 山田　哲也 専3 出口　雄士 専3 中山　貴陽 専4 林　俊秀 専3 福永　大地 専4 園山　昌司 専3 佐古本　真也 専4

400m 宇部高専 大島高専 宇部高専 津山高専 徳山高専 松江高専 松江高専 津山高専

決勝 5:07.35 5:16.63 5:30.17 5:51.67 5:53.07 5:53.91 6:02.31 6:15.09

自由形 沖津　昂也 専5 永田　直士 専2 廣野　淳也 専1 川本　洋輔 専2 實近　克樹 専1 林　尚弥 専3 高田　達也 専5 園山　昌司 専3

800m 宇部高専 大島高専 津山高専 宇部高専 徳山高専 松江高専 徳山高専 松江高専

タイム決勝 9:17.69 10:06.15 10:52.20 11:00.71 12:14.98 12:19.16 12:45.05 12:45.40

(大会新)

背泳ぎ 武良　優輝 専3 宇野　陽介 専5 緑　　大介 専4 山田　大輔 専4 西道　隆浩 専3 大田　京一郎 専3 松原　央樹 専2 大平　謙太 専1

100m 米子高専 津山高専 呉高専 大島高専 呉高専 宇部高専 米子高専 徳山高専

決勝 1:11.46 1:14.34 1:16.67 1:18.54 1:19.13 1:19.93 1:20.20 1:24.13

背泳ぎ 永田　直士 専2 岡林　　諒 専3 武良　優輝 専3 宇野　陽介 専5 松原　央樹 専2 大田　京一郎 専3 福井　勇仁 専3 細木　恭馬 専1

200m 大島高専 大島高専 米子高専 津山高専 米子高専 宇部高専 徳山高専 広島高専

決勝 2:34.77 2:39.22 2:40.66 2:50.06 2:52.78 2:59.14 3:12.21 3:12.41

平泳ぎ 村尾　太一 専2 山本　崇義 専2 三島　和紀 専1 宇田　康生 専3 田村　信 専4 日笠　陽介 専2 井手　敬也 専5 小野坂　太郎 専2

100m 米子高専 宇部高専 松江高専 津山高専 宇部高専 津山高専 徳山高専 大島高専

決勝 1:11.21 1:15.07 1:16.44 1:17.15 1:20.66 1:22.94 1:27.03 1:27.84

(大会新)

平泳ぎ 村尾　太一 専2 山本　崇義 専2 宇田　康生 専3 平岡　大樹 専1 田村　信 専4 井手　敬也 専5 藤井　光 専4 砂田　貴彬 専4

200m 米子高専 宇部高専 津山高専 大島高専 宇部高専 徳山高専 徳山高専 大島高専

決勝 2:35.68 2:43.97 2:50.70 3:02.05 3:02.40 3:08.31 3:19.33 3:24.10

(大会新)

バタフライ 福田　洋顕 専1 山平　貴文 専4 中嶋　明良 専2 植松　誠志 専1 守田　知弘 専1 勝田　真弘 専2 高橋　悠輔 専1 岩佐　光次郎 専3

100m 松江高専 広島高専 宇部高専 米子高専 徳山高専 宇部高専 松江高専 呉高専

決勝 1:03.02 1:05.17 1:05.24 1:10.78 1:14.69 1:18.05 1:20.75 1:23.66

(大会新)

バタフライ 中嶋　明良 専2 守田　知弘 専1 岡林　　諒 専3 勝田　真弘 専2 大賀　祥太 専1 林　尚弥 専3 西尾　和昭 専1 山本　　智 専5

200m 宇部高専 徳山高専 大島高専 宇部高専 津山高専 松江高専 米子高専 米子高専

タイム決勝 2:43.24 2:51.76 3:07.10 3:07.14 3:30.69 3:36.70 3:43.38 4:02.27
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 第45回中国地区高等専門学校体育大会 水泳                男子成績一覧表 

 2009/07/04 ～ 2009/07/04

 会場  宇部市恩田運動公園プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

個人メドレー 福田　洋顕 専1 永田　啓人 専3 三島　和紀 専1 酒井　智弘 専1 海老原　和晃 専2 蔵本　直弥 専3 大平　謙太 専1 岩佐　龍太郎 専4

200m 松江高専 大島高専 松江高専 津山高専 宇部高専 徳山高専 徳山高専 呉高専

決勝 2:19.67 2:33.49 2:34.22 2:34.55 2:41.85 3:00.90 3:02.31 3:04.81

(大会新)

リレー 宇部高専 専 大島高専 専 松江高専 専 津山高専 専 米子高専 専 徳山高専 専 呉高専 専 広島高専 専

400m 沖津　昂也 専5 山田　大輔 専4 林　尚弥 専3 廣野　淳也 専1 武良　優輝 専3 高田　達也 専5 緑　　大介 専4 宮田　崇志 専3

タイム決勝 辻畠　健児 専3 永田　直士 専2 高田　祐介 専1 酒井　智弘 専1 山﨑　基弘 専3 守田　知弘 専1 西道　隆浩 専3 山平　貴文 専4

川本　洋輔 専2 永田　啓人 専3 福田　洋顕 専1 宇田　康生 専3 村尾　太一 専2 蔵本　直弥 専3 岩佐　龍太郎 専4 福見　弘行 専3

中嶋　明良 専2 是國　琢治 専5 三島　和紀 専1 竹内　卓 専4 森　　祐介 専1 大平　謙太 専1 岩佐　光次郎 専3 神田　桂伍 専2

4:03.73 Fin. 4:05.19 Fin. 4:07.40 Fin. 4:08.02 Fin. 4:11.43 Fin. 4:28.20 Fin. 4:37.44 Fin. 4:41.78 Fin.

(新)

   57.92 1st.  1:03.06 1st.  1:05.59 1st.  1:02.64 1st.  1:01.94 1st.  1:10.53 1st.  1:06.00 1st.  1:11.94 1st.

メドレーリレー 宇部高専 専 米子高専 専 大島高専 専 津山高専 専 松江高専 専 徳山高専 専 広島高専 専 呉高専 専

400m 中嶋　明良 専2 武良　優輝 専3 永田　直士 専2 廣野　淳也 専1 井戸原　広樹 専3 大平　謙太 専1 細木　恭馬 専1 西道　隆浩 専3

タイム決勝 山本　崇義 専2 村尾　太一 専2 山田　哲也 専3 宇田　康生 専3 三島　和紀 専1 井手　敬也 専5 宮田　崇志 専3 岩佐　光次郎 専3

沖津　昂也 専5 植松　誠志 専1 永田　啓人 専3 酒井　智弘 専1 福田　洋顕 専1 守田　知弘 専1 山平　貴文 専4 緑　　大介 専4

辻畠　健児 専3 山﨑　基弘 専3 橋本　貴大 専1 竹内　卓 専4 高田　祐介 専1 蔵本　直弥 専3 神田　桂伍 専2 岩佐　龍太郎 専4

4:33.23 Fin. 4:34.76 Fin. 4:38.63 Fin. 4:47.06 Fin. 4:51.48 Fin. 5:04.04 Fin. 5:07.89 Fin. 5:16.64 Fin.

(新) (新)

 1:14.07 1st.  1:10.55 1st.  1:10.95 1st.  1:17.12 1st.  1:25.12 1st.  1:21.89 1st.  1:26.38 1st.  1:22.99 1st.
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 第45回中国地区高等専門学校体育大会 水泳                女子成績一覧表 

 2009/07/04 ～ 2009/07/04

 会場  宇部市恩田運動公園プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位

自由形 船越　杏子 専2 森重　茜 専5 川原　萌 専1 村上　幼菜 専4

100m 米子高専 呉高専 広島高専 呉高専

タイム決勝 1:10.81 1:13.44 1:14.41 1:28.25

背泳ぎ 穐枝　和佳奈 専1 福原　千晶 専2 森重　茜 専5 井戸垣　遼 専1

50m 宇部高専 徳山高専 呉高専 米子高専

タイム決勝 39.47 39.95 40.42 45.90

平泳ぎ 船越　杏子 専2 中尾　あかり 専2 福原　千晶 専2

100m 米子高専 米子高専 徳山高専

タイム決勝 1:35.81 1:37.41 1:37.89

バタフライ 穐枝　和佳奈 専1 中尾　あかり 専2 川原　萌 専1 村上　幼菜 専4

50m 宇部高専 米子高専 広島高専 呉高専

タイム決勝 34.64 35.63 37.30 40.98
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 第45回中国地区高等専門学校体育大会 水泳           

総  合     

順位 所属名 得点

1 宇部高専 106.0

2 米子高専 74.0

3 大島高専 62.0

4 津山高専 45.0

5 松江高専 37.0

6 徳山高専 33.0

7 呉高専 25.0

8 広島高専 21.0
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