
男子成績一覧表

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位
自由形 　緑　 大介 蔵本　直弥 高橋　哲平 竹内　　卓 山田　大輔 辻畠　健児

呉 徳山 松江 津山 大島 宇部

１００ｍ 59.70 59.85 1:00.42 1:02.72 1:03.39 1:04.67

自由形 沖津　昂也 永田　啓人 竹内　　卓 神田　桂伍 山田　哲也 岩谷　　譲
宇部 大島 津山 広島 大島 松江

２００ｍ 2:09.95 2:17.07 2:17.67 2:23.83 2:30.01 2:31.16

自由形 沖津　昂也 神田　桂伍 山田　哲也 園山　昌司 西村　啓一 中山　貴陽
宇部 広島 大島 松江 宇部 津山

４００ｍ 4:37.22 5:05.20 5:16.78 5:43.75 5:44.15 5:57.71

自由形 永田　直士 岡林　　諒 蔵本　直弥 園山　昌司 　林　 尚弥 中山　貴陽

大島 大島 徳山 松江 松江 津山

８００ｍ 9:59.72 10:48.89 11:50.03 12:16.69 12:27.02 12:37.92

背泳ぎ 田中　丈二 武良　優輝 宇野　陽介 西道　隆浩 松原　央樹 川本　洋輔

大島 米子 津山 呉 米子 宇部

１００ｍ 1:07.89 1:14.96 1:16.51 1:19.91 1:21.68 1:23.61

大会新
背泳ぎ 田中　丈二 永田　直士 宇野　陽介 武良　優輝 松原　央樹 川本　洋輔

大島 大島 津山 米子 米子 宇部

２００ｍ 2:27.97 2:30.27 2:44.23 2:48.92 2:53.35 2:54.38

平泳ぎ 村尾　太一 池田　健人 宇田　康生 山本　崇義 宮田　崇志 日笠　陽介
米子 呉 津山 宇部 広島 津山

１００ｍ 1:11.89 1:16.51 1:17.24 1:19.44 1:24.17 1:24.70

大会新
平泳ぎ 村尾　太一 山本　崇義 宇田　康生 田村　　信 井手　敬也 胡子　祐輝

米子 宇部 津山 宇部 徳山 広島

２００ｍ 2:38.75 2:50.40 2:50.46 3:08.98 3:11.52 3:15.70

大会新
ﾊﾞﾀフライ 山平　貴文 岡林　　諒 中嶋　明良 山本　大悟 池田　将洋 岩佐 光次郎

広島 大島 宇部 広島 津山 呉

１００ｍ 1:07.30 1:10.87 1:11.85 1:16.82 1:19.16 1:22.93

ﾊﾞﾀフライ 河合　祐司 濱崎　尊基 池田　将洋 岩佐 光次郎 山本　 智 伊藤　講平
松江 津山 津山 呉 米子 米子

２００ｍ 2:48.63 2:58.12 3:05.19 3:13.30 3:42.99 4:00.52

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 池田　健人 永田　啓人 中嶋　明良 山田　大輔 大田 京一郎 日笠　陽介
呉 大島 宇部 大島 宇部 津山

２００ｍ 2:30.63 2:37.51 2:40.23 2:47.65 2:53.46 2:54.79

リレー 大島 宇部 松江 津山 呉 米子
田中　丈二 中嶋　明良 高橋　哲平 宇野　陽介 池田　健人 武良　優輝

４００ｍ 山田　大輔 川本　洋輔 野津　純輝 濱崎　尊基 岩佐　光次郎 村尾　太一
岡林　諒 辻畠　健児 岩谷　謙 宇田　康生 岩佐　龍太郎 福本　千等
永田　啓人 沖津　昂也 河合　祐司 竹内　卓 緑　大介 山﨑　基弘
4:07.47 4:10.04 4:13.03 4:17.06 4:17.33 4:22.92

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 大島 宇部 津山 米子 松江 呉
田中　丈二 中嶋　明良 宇野　陽介 武良　優輝 高橋　哲平 池田　健人

４００ｍ 砂田　貴彬 山本　崇義 宇田　康生 村尾　太一 藤原　匠哉 岩佐　光次郎
岡林　諒 沖津　昂也 池田　将洋 山本　智 河合　祐司 緑　大介
永田　啓人 川本　洋輔 竹内　卓 山﨑　基弘 野津　純輝 岩佐　龍太郎
4:42.16 4:42.78 4:48.91 4:53.44 4:53.71 4:54.65


