
   

自由形 杉山　数馬 専3 泉　　翔太 専5 實近　優努 専3 林田　直哉 専4 津森　省吾 専5 北村　貴則 専2

50m 津山高専 松江高専 米子高専 宇部高専 徳山高専 呉高専

決勝 25.68 25.83 26.19 26.57 26.88 27.21

自由形 砂田　一虎 専5 江口　恭平 専3 實近　優努 専3 石丸　貴博 専4 北村　貴則 専2 清水隆之介 専3

100m 大島商船 広島高専 米子高専 大島商船 呉高専 松江高専

決勝 55.94 57.02 57.62 58.74 01:01.8 01:02.4

自由形 江口　恭平 専3 石丸　貴博 専4 山本　寛明 専4 池内　悠人 専5 清水隆之介 専3 藤井　理啓 専5

200m 広島高専 大島商船 松江高専 米子高専 松江高専 大島商船

決勝 02:05.1 02:13.3 02:19.3 02:21.6 02:22.3 02:25.3

自由形 口羽　雅晴 専3 森岡　璃久 専3 水中　春道 専5 内田　幹教 専4 川辺　瑞記 専2 村上直生人 専2

400m 松江高専 松江高専 大島商船 大島商船 米子高専 徳山高専

タイム決勝 04:12.8 04:19.2 04:52.2 04:56.3 04:57.7 06:11.1

(高専新) (高専新)

自由形 口羽　雅晴 専3 森岡　璃久 専3 田平　裕大 専3 橋﨑　友哉 専3 木谷　　健 専2

800m 松江高専 松江高専 米子高専 宇部高専 宇部高専

タイム決勝 08:43.3 09:04.1 10:08.7 11:47.0 13:54.5

(高専新) (高専新)

背泳ぎ 三代龍之輔 専4 瀬々　　翔 専4 細川　裕斗 専3 濵野　孔伸 専2 印藤　俊介 専5 戎谷　峻広 専1

100m 松江高専 広島高専 松江高専 宇部高専 大島商船 宇部高専

決勝 01:02.4 01:05.5 01:08.3 01:09.8 01:15.7 01:19.9

背泳ぎ 三代龍之輔 専4 瀬々　　翔 専4 細川　裕斗 専3 康田進太郎 専4 岡田　　瞬 専3 杉井　風輝 専2

200m 松江高専 広島高専 松江高専 大島商船 米子高専 米子高専

決勝 02:20.6 02:27.1 02:31.8 02:46.4 02:51.8 03:01.0

第５２回中国地区高等専門学校体育大会（水泳）　男子の部競技結果

1位 2位 3位 4位 5位 6位



平泳ぎ 高田　亮介 専4 福田　隼也 専2 平　仁一郎 専4 田中　一平 専4 寺本　　空 専3 齊藤　圭祐 専1

100m 松江高専 松江高専 広島高専 宇部高専 米子高専 広島高専

決勝 01:09.0 01:10.3 01:12.5 01:17.7 01:17.9 01:19.8

平泳ぎ 高田　亮介 専4 小松原隆介 専3 康田進太郎 専4 河本　壮平 専2 森　　翔一 専5 大野　功基 専1

200m 松江高専 松江高専 大島商船 宇部高専 米子高専 広島高専

決勝 02:25.5 02:31.4 02:43.0 02:48.0 02:48.7 03:00.5

バタフライ 杉山　数馬 専3 泉　　翔太 専5 永原　　凱 専3 鐘築　知也 専1 中本　健太 専4 堤　　健太 専5

100m 津山高専 松江高専 松江高専 米子高専 宇部高専 広島高専

決勝 58.52 01:00.7 01:00.9 01:01.0 01:14.9 01:18.3

バタフライ 永原　　凱 専3 岡田　昌樹 専2 内田　幹教 専4 松本　生弥 専2 田中　晴樹 専3 須藤　大貴 専3

200m 松江高専 松江高専 大島商船 呉高専 徳山高専 津山高専

決勝 02:18.2 02:31.6 02:32.9 02:47.1 03:22.0 03:50.4

個人メドレー 砂田　一虎 専5 小松原隆介 専3 福田　隼也 専2 岩崎　真弥 専3 川辺　瑞記 専2 坂口　流源 専4

200m 大島商船 松江高専 松江高専 大島商船 米子高専 津山高専

決勝 02:09.7 02:20.4 02:25.1 02:27.7 02:40.3 02:47.9

(高専新)

リレー 松江高専 大島商船 米子高専 宇部高専 呉高専 高 津山高専 高

400m 三代龍之輔 専4 砂田　一虎 専5 北本　昌也 専5 橋﨑　友哉 専3 北村　貴則 専2 杉山　数馬 専3

タイム決勝 口羽　雅晴 専3 石丸　貴博 専4 川辺　瑞記 専2 濵野　孔伸 専2 松本　生弥 専2 品川　隆斗 専1

森岡　璃久 専3 岩崎　真弥 専3 實近　優努 専3 中本　健太 専4 谷口　弘基 専2 井上聡一郎 専2

泉　　翔太 専5 内田　幹教 専4 鐘築　知也 専1 田中　一平 専4 岡部　蓮也 専2 須藤　大貴 専3

03:45.5 Fin. 03:52.6 Fin. 03:56.8 Fin. 04:17.0 Fin. 04:37.8 Fin. 04:54.1 Fin.

57.24 1st. 53.8 1st. 59.57 1st.  1:06.67 1st.  1:01.50 1st. 59.42 1st.



メドレーリレー 松江高専 大島商船 大 米子高専 広島高専 宇部高専 徳山高専

400m 三代龍之輔 専4 康田進太郎 専4 北本　昌也 専5 瀬々　　翔 専4 濵野　孔伸 専2 金清　航大 専5

タイム決勝 高田　亮介 専4 砂田　一虎 専5 森　　翔一 専5 平　仁一郎 専4 田中　一平 専4 田中　秀明 専4

永原　　凱 専3 石丸　貴博 専4 鐘築　知也 専1 江口　恭平 専3 石田　雄基 専1 田中　晴樹 専3

森岡　璃久 専3 水中　春道 専5 實近　優努 専3 斎藤　大輝 専3 中本　健太 専4 村上直生人 専2

04:06.5 Fin. 04:21.1 Fin. 04:24.6 Fin. 04:27.2 Fin. 04:48.3 Fin. 05:30.8 Fin.

 1:02.23 1st.  1:11.17 1st.  1:09.06 1st.  1:05.77 1st.  1:10.38 1st.  1:23.24 1st.



   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 野崎　千智 専1 鈴木　衣織 専4 岡城　里穂 専3 福間ひかり 専5 古本　　遥 専5 齋藤　香澄 専3

100m 徳山高専 宇部高専 松江高専 松江高専 宇部高専 大島商船

タイム決勝 01:04.3 01:08.1 01:16.2 01:18.2 01:19.7 01:21.4

背泳ぎ 鈴木　衣織 専4 中村　愛梨 専3 安達　咲歩 専3 湊　さくら 専4 堀田　秋桜 専2 橋本　有未 専3

50m 宇部高専 松江高専 米子高専 宇部高専 大島商船 大島商船

タイム決勝 33.51 36.16 37.23 38.06 39.73 45.91

平泳ぎ 石丸　千夏 専5 岡城　里穂 専3 小笠原歌穂 専1 小谷　華穂 専2 好野由芽美 専3 堀田　秋桜 専2

100m 徳山高専 松江高専 米子高専 米子高専 大島商船 大島商船

タイム決勝 01:17.6 01:30.5 01:31.7 01:34.5 01:38.5 01:43.1

バタフライ 野崎　千智 専1 中村　愛梨 専3 安達　咲歩 専3 吉屋　琴音 専1 福間ひかり 専5 伊藤　眞緒 専1

50m 徳山高専 松江高専 米子高専 宇部高専 松江高専 米子高専

タイム決勝 31.58 32.8 33.21 37.16 37.51 37.72

(高専新)

リレー 宇部高専 米子高専 高 松江高専 大島商船 高

200m 鈴木　衣織 専4 小谷　華穂 専2 福間ひかり 専5 堀田　秋桜 専2

タイム決勝 古本　　遥 専5 伊藤　眞緒 専1 荒西　希奈 専2 橋本　有未 専3

湊　さくら 専4 小笠原歌穂 専1 岡城　里穂 専3 好野由芽美 専3

吉屋　琴音 専1 安達　咲歩 専3 中村　愛梨 専3 齋藤　香澄 専3

02:06.7 Fin. 02:14.4 Fin. 02:20.2 Fin. 02:23.8 Fin.

30.49 1st. 37.08 1st. 35.7 1st. 32.99 1st.

第５２回中国地区高等専門学校体育大会（水泳）　女子の部競技結果














