
男子成績一覧表

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位
自由形 橋本　貴大 蔵本　直弥 山本　崇義 三島　和紀 武良　優輝 神田　桂伍

大島 徳山 宇部 松江 米子 広島

１００ｍ 57.85 58.25 58.26 58.27 58.97 1:01.08

自由形 三島　和紀 稲葉　幹平 永田　啓人 柏本　将孝 辻畠　健児 廣野　淳也
松江 米子 大島 大島 宇部 津山

２００ｍ 2:08.91 2:11.64 2:19.58 2:20.16 2:20.26 2:21.15

自由形 火除　知輝 柏本　将孝 川本　洋輔 神田　桂伍 出口　雄士 山田　哲也
徳山 大島 宇部 広島 宇部 大島

４００ｍ 4:40.27 4:52.90 5:01.25 5:04.68 5:15.07 5:21.64

自由形 火除　知輝 永田　直士 馬場　浩太 若松　衛 植松　誠志 園山　昌司
徳山 大島 宇部 宇部 米子 松江

８００ｍ 9:57.49 10:21.73 10:59.47 11:01.91 12:09.52 13:16.22

背泳ぎ 川原　敦 石飛　拓夢 磯道　玲緒 岡林　諒 西道　隆浩 北村　和也

松江 松江 広島 大島 呉 米子

１００ｍ 1:05.48 1:10.72 1:13.29 1:13.29 1:16.01 1:16.14

大会新 （同3位）
背泳ぎ 川原　敦 石飛　拓夢 永田　直士 印藤　淳也 岡林　諒 北村　和也

松江 松江 大島 呉 大島 米子

２００ｍ 2:21.82 2:29.59 2:33.12 2:41.85 2:43.40 2:45.40

大会新
平泳ぎ 高田　祐介 村尾　太一 森田　悟史 平岡　大樹 西村　康佑 藤本　空

松江 米子 米子 大島 宇部 宇部

１００ｍ 1:05.48 1:08.48 1:11.14 1:18.96 1:19.49 1:22.39

大会新 大会新 大会新
平泳ぎ 高田　祐介 村尾　太一 西村　康佑 平原　直人 藤本　空 小林　大輝

松江 米子 宇部 大島 宇部 津山

２００ｍ 2:21.82 2:32.02 2:55.83 2:55.89 2:58.65 3:06.28

大会新 大会新
ﾊﾞﾀフライ 福田　洋顕 中嶋　明良 勝田　真弘 稲葉　幹平 植松　誠志 田中　裕生

松江 宇部 宇部 米子 米子 松江

１００ｍ 1:01.50 1:04.73 1:06.15 1:08.05 1:10.69 1:11.97

大会新
ﾊﾞﾀフライ 中嶋　明良 永山　達也 原田　志織 守田　知弘 河合　冬馬 大賀　祥太

宇部 宇部 大島 徳山 米子 津山

２００ｍ 2:40.30 2:42.18 2:43.48 2:54.74 3:03.93 3:08.62

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 福田　洋顕 森田　悟史 武良　優輝 山本　崇義 海老原　和晃 酒井　智弘
松江 米子 米子 宇部 宇部 津山

２００ｍ 2:16.87 2:25.80 2:29.65 2:32.97 2:38.09 2:42.68

大会新
リレー 松江 米子 宇部 大島 徳山 津山

川原　敦 武良　優輝 中嶋　明良 永田　啓人 火除　知輝 高野　伸一
４００ｍ 高田　祐介 森田　悟史 川本　洋輔 柏本　将孝 林　俊秀 八幡　浩輔

三島　和紀 村尾　太一 山本　崇義 原田　志織 上村　歩夢 高瀬　凌
福田　洋顕 稲葉　幹平 辻畠　健児 橋本　貴大 蔵本　直弥 小寺　真人
3:53.54 3:57.54 4:00.91 4:03.67 4:05.02 4:56.28

大会新 大会新 大会新
ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 松江 米子 宇部 大島 徳山 津山

川原　敦 武良　優輝 中嶋　明良 永田　啓人 蔵本　直弥 酒井　智弘
４００ｍ 高田　祐介 村尾　太一 山本　崇義 平岡　大樹 林　俊秀 小林　大輝

福田　洋顕 稲葉　幹平 勝田　真弘 原田　志織 火除　知輝 大賀　祥太
三島　和紀 森田　悟史 辻畠　健児 橋本　貴大 上村　歩夢 廣野　淳也
4:09.59 4:20.10 4:31.14 4:41.53 4:45.33 5:03.07

大会新 大会新


