
平成２３年度第38回宮崎県高校総体　第64回水泳競技大会　競泳種目別一覧表 平成23年　5月30日（月） 男子
   
自由形 中武　英軌 高3 河野　　匠 高2 長友　貴大 高2 引木　啓太 高3 井久保九十九 高1 田中　清浩 高3 黒木　亮汰 高2 瀬戸口大貴 高1
50m 
決勝 25.89 26.49 26.56 26.92 26.96 27.17 27.22 27.78

自由形 長沼　孝典 高2 二見　旬祐 高2 菊池　奏汰 高1 藤本　雄大 高2 米﨑　敦也 高1 中武　　諒 高2 鎌田　　匠 高1 加藤　大輔 高2
200m 
決勝 02:00.86 02:06.35 02:07.17 02:09.88 02:13.20 02:14.67 02:15.43 02:20.59

自由形 川末　慎葉 高1 河野　智文 高3 福島　州晴 高1
1500m 
タイム決勝 18:30.06 23:19.98 27:04.93

背泳ぎ 城　　匠己 高2 安藤　優汰 高1 有川　壮磨 高2 渡邊　　一 高3 野崎　悠平 高2 原　健太郎 高2 津曲健太郎 高1 吉永　賢矢 高1
200m 
決勝 02:20.98 02:25.83 02:26.23 02:29.13 02:29.87 02:31.69 02:36.30 02:39.15

平泳ぎ 小野　凌雅 高3 二見　敦史 高1 長友　雄生 高2 長瀧　陵太 高1 児島　瑞基 高1 藤山　　翔 高1 海老原秀生 高1 高瀬　大丞 高3
200m 
決勝 02:25.54 02:36.69 02:41.85 02:51.25 02:53.84 02:54.32 02:57.33 03:01.63

バタフライ 前田玲以弥 高1 田尻　大海 高2 林　　友哉 高2 波越　元紀 高2 山田　裕太 高2 坂之下朊大 高3 内山　陽介 高2 末吉　　朗 高1
200m 
決勝 02:18.54 02:22.30 02:23.10 02:25.07 02:29.86 02:37.28 02:37.34 02:41.27

個人メドレー 吉田　隆樹 高2 東　欣史郎 高3 森　　省太 高3 矢野　建佑 高2 永井　千駿 高1 甲斐　駿敏 高1 内山　陽介 高2 倉元　啓成 高3
200m 
決勝 02:21.38 02:24.29 02:25.66 02:26.45 02:34.08 02:34.38 02:35.20 02:35.21

リレー 
400m 菊池　奏汰 高1 藤本　雄大 高2 米﨑　敦也 高1 川﨑　瑛雄 高1 加藤　大輔 高2 矢野　建佑 高2 鎌田　　匠 高1 吉田　隆樹 高2
タイム決勝 二見　旬祐 高2 長友　貴大 高2 松永　　捷 高1 田中　清浩 高3 井久保九十九 高1 谷　　彰真 高3 清水　祥人 高3 坂之下朊大 高3

中武　英軌 高3 野崎　悠平 高2 松永　真行 高1 永井　千駿 高1 長友　雄生 高2 森山　大輝 高3 荒川　遼太 高1 栗林　　亮 高3
小野　凌雅 高3 黒木　亮汰 高2 前田玲以弥 高1 引木　啓太 高3 アルダマ麟史郎 高3 林　　友哉 高2 中武　　諒 高2 都甲　恭平 高3

03:54.46 04:00.37 04:04.17 04:05.74 04:10.75 04:10.88 04:15.13 04:16.67

メドレーリレー 

400m 有川　壮磨 高2 渡邊　　一 高3 野崎　悠平 高2 原　健太郎 高2 永井　千駿 高1 長沼　孝典 高2 吉田　隆樹 高2 米﨑　敦也 高1
タイム決勝 小野　凌雅 高3 児島　瑞基 高1 森　　省太 高3 矢野　建佑 高2 川﨑　瑛雄 高1 今村　良貴 高3 栗林　　亮 高3 松永　　捷 高1

田尻　大海 高2 米満　勇太 高2 長友　貴大 高2 林　　友哉 高2 引木　啓太 高3 末吉　　朗 高1 坂之下朊大 高3 前田玲以弥 高1
二見　旬祐 高2 山本　慶己 高2 藤本　雄大 高2 谷　　彰真 高3 田中　清浩 高3 川竹　将平 高2 都甲　恭平 高3 松永　真行 高1

04:22.47 04:28.12 04:29.82 04:34.45 04:36.33 04:42.75 04:45.63 04:46.84

宮崎西高校

1位 2位 3位 4位 5位

宮崎北高校

6位 7位 8位

宮崎南高校 宮崎北高校宮崎農業高校 宮崎南高校 都城高専

佐土原高校 都城泉ヶ丘高宮崎北高校 宮崎南高校

延岡高校 都城東高校

日南振徳 宮崎西高校宮崎農業高校 延岡高校

都城西高校

宮崎西高校

宮崎第一高校

都城工業高校

高鍋高校

宮崎大宮高校

都城高専

都城高専

宮崎大宮高校

宮崎西高校

宮崎西高校 宮崎西高校 宮崎第一高校 宮崎日大高校 宮崎農業高校宮崎北高校 宮崎日大高校

聖心ウルスラ 宮崎西高校 宮崎北高校 佐土原高校 延岡工業高校

宮崎北高校

宮崎農業高校 宮崎西高校

宮崎西高校 佐土原高校 延岡星雲 都城工業高校 宮崎大宮高校延岡工業高校 都城泉ヶ丘高

延岡工業高校 宮崎西高校

宮崎西高校 宮崎北高校 宮崎第一高校 宮崎南高校 宮崎農業高校 佐土原高校 宮崎日大高校 都城工業高校

都城工業高校 宮崎第一高校宮崎西高校 延岡高校 宮崎北高校 佐土原高校 宮崎南高校 宮崎大宮高校



平成２３年度第38回宮崎県高校総体　第64回水泳競技大会　競泳種目別一覧表 平成23年　5月30日（月） 女子
   
自由形 中山　智予 高2 矢野　春香 高1 榎田　　遥 高1 吉松　愛理 高3 岡留　美衣 高2 外山　清華 高2 佐藤　知佳 高2 佐藤　　祐 高3
50m 
決勝 27.42 29.89 30.01 30.12 30.33 31.1 31.48 32.06

自由形 柳原　可苗 高2 川越　鈴子 高1 永井　静奈 高3 押川　裕理 高1 倉山　美彩 高2 横山　春菜 高1
200m 宮崎商業高校 宮崎北高校 宮崎農業高校 宮崎西高校

決勝 02:09.33 02:23.12 02:27.92 02:34.13 02:58.32 02:59.32
(大会新)

自由形 長谷川優子 高2 岡田　紗苗 高3
800m 妻高校 延岡高校
タイム決勝 10:21.59 13:12.23

背泳ぎ 押川　沙葵 高2 白井　美輝 高2 日髙　可絵 高3 中野　千咲 高2 上之　泰代 高1 川野　仰生 高3
200m 宮崎商業高校 延岡高校 鵬翔高校 妻高校
決勝 02:28.29 02:38.00 02:44.14 02:47.09 02:48.96 02:53.09

平泳ぎ 篠原知香子 高2 告田　汐美 高1 鮫島　実紗 高2 長尾　　茜 高3 前田　紗英 高2 南　こころ 高3
200m 宮崎大宮高校 宮崎南高校 都城西高校 宮崎商業高校

決勝 03:10.02 03:14.41 03:32.92 03:38.45 03:41.41 03:47.62

バタフライ 小玉　靖子 高2 長谷川優子 高2 東　　羽衣 高1
200m 宮崎農業高校 妻高校 小林高校
決勝 02:28.58 02:47.47 02:48.95

個人メドレー 川越　鈴子 高1 白川　未紗 高1 中野　優花 高2 山崎　紗也 高3 中原　裕子 高2 黒木　彩加 高3 酒井　陽菜 高3
200m 宮崎北高校 高城高校 高鍋高校 宮崎海洋高校

決勝 02:44.60 02:53.77 02:57.81 02:59.13 03:01.54 03:14.45 03:23.80

メドレーリレー 

400m 押川　沙葵 高2 佐藤　知佳 高2 押川　裕理 高1 上之　泰代 高1
タイム決勝 岡留　美衣 高2 篠原知香子 高2 黒木　美南 高1 鮫島　実紗 高2

柳原　可苗 高2 黒木　彩加 高3 甲斐小百合 高3 末元　　愛 高3
矢野　春香 高1 外山　清華 高2 佐土原　尚 高1 河合　紗綾 高2

04:52.62 05:31.77 05:58.90 06:30.84

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

聖心ウルスラ 宮崎商業高校 宮崎日大高校 都城泉ヶ丘高 宮崎商業高校 宮崎大宮高校 宮崎大宮高校 鵬翔高校

日向学院 宮崎北高校

都城西高校 宮崎商業高校

宮崎商業高校 宮崎商業高校

宮崎学園高校 宮崎大宮高校 宮崎大宮高校

宮崎商業高校 宮崎大宮高校 宮崎西高校 都城西高校



平成２３年度 第3８回 宮崎県高等学校総合体育大会 新記録一覧表

場所（宮崎県総合運動公園水泳場） 平成23年5月30日(月)

氏  名 所  属 学年 距離 種  目 予   選 決  勝 予   選 決  勝 予   選 決  勝

5/30 女 柳原　可苗 宮崎商業 2 02:09.33

月日 性別
選                   手 県新 高校新 大会新

２００M自由形


