
第４８回中国中学水泳選手権大会                         男子成績一覧表 

2014/08/09 ～ 2014/08/10

会場  どらドラパーク米子水泳場  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 櫻井優之介 中3 常松　武朗 中2 本田　海雅 中2 高野　竜也 中2 井出　大智 中3 近藤　雅之 中3 村尾　駿浩 中3 松本　　海 中3

50m 山・川下 島・平田 鳥・箕蚊屋 鳥・青谷 広・四季が丘 広・安佐 島・木次 島・鎌手

タイム決勝 25.55 25.65 25.84 25.88 26.06 26.13 26.16 26.23

自由形 国末　凌弥 中3 藤原　玲央 中3 濱野　綾人 中3 竹内　晴紀 中3 鳥越　隼斗 中3 宗光　優希 中3 山崎　　隼 中3 髙梨　道太 中2

200m 岡・瀬戸 広・横路 山・竜王 広・翠町 岡・庄 岡・福浜 島・湖北 広・福山中央

タイム決勝 1:59.03 2:01.61 2:02.34 2:02.63 2:04.39 2:05.28 2:05.65 2:05.92

自由形 折田　一朗 中3 小林　功典 中2 内田　大葵 中2 小原　健吾 中3 堀内　健裕 中2 山王　　颯 中2 山本　　真 中2 小林　憂輝 中2

1500m 広・磯松 岡・津山東 山・上宇部 鳥・倉吉西 広・庚午 岡・鏡野 鳥・桜ヶ丘 山・太華

タイム決勝 16:51.30 Fin. 16:52.70 Fin. 17:08.77 Fin. 17:17.34 Fin. 17:30.40 Fin. 17:51.66 Fin. 17:59.45 Fin. 18:03.85 Fin.

 8:59.61 800  8:59.55 800  9:00.33 800  9:07.20 800  9:14.59 800  9:29.73 800  9:29.58 800  9:38.03 800

背泳ぎ 岡田　幸大 中2 高橋　孝輔 中3 横川　　晶 中3 中西　豊太 中2 濱野　史龍 中2 柴田　康弘 中3 西田　拓郎 中1 伊藤　慶悟 中3

200m 岡・倉敷南 広・庚午 島・松江四 岡・玉島北 広・天応 鳥・鳥大附属 広・東朋 島・湖東
タイム決勝 2:13.45 2:16.22 2:16.78 2:17.58 2:18.55 2:20.10 2:21.81 2:21.87

平泳ぎ 稲垣　大智 中3 濵本　周樹 中3 安藤　貴政 中3 宮崎　　凌 中3 押川　　駆 中3 白石　崇大 中2 柳　　知希 中3 天野　克海 中3

200m 鳥・岸本 山・川中 岡・岡大附属 山・野田学園 広・井口 広・安佐 鳥・岸本 岡・東陽
タイム決勝 2:18.31 2:22.58 2:24.95 2:26.96 2:30.35 2:31.43 2:31.78 2:32.17

バタフライ 林　　正人 中3 山崎　　翼 中3 一橋　大介 中3 高野　隼也 中2 松川　晃己 中3 森近　俊秋 中2 兼崎　瑛登 中3 西本　怜祐 中2

200m 岡・妹尾 岡・鏡野 鳥・溝口 鳥・青谷 広・修道 広・安佐 山・萩西 鳥・岩美
タイム決勝 2:06.52 2:11.86 2:15.50 2:15.52 2:17.26 2:18.48 2:20.20 2:21.47

個人メドレー 田中　万葉 中2 井狩　裕貴 中2 芝原　陸矢 中3 永原　秀晃 中3 井塚　愛執 中3 河村佑一朗 中3 伊藤　章博 中3 伊藤　直輝 中3

400m 広・昭和北 岡・岡山大安寺 岡・倉敷南 山・岐陽 島・伯太 山・岐陽 島・出雲一 山・大内
タイム決勝 4:46.56 4:49.75 4:51.07 4:54.62 4:57.19 4:57.65 5:00.77 5:00.87

リレー 広・安佐 中 広・庚午 中 岡・倉敷南 中 鳥・青谷 中 島・出雲一 中 鳥・福生 中 山・川下 中

400m 信岡　卓叡 中3 結城　翔太 中2 山口　海斗 中3 高野　竜也 中2 持田　樹斗 中2 吹野　颯音 中3 櫻井優之介 中3
タイム決勝 馬渕　睦実 中3 高橋　孝輔 中3 三宅　郁魅 中2 房安　　蓮 中3 江角　真叶 中1 中務　竣護 中2 白木　颯人 中1

井尻　大晴 中3 堀内　健裕 中2 岡田　幸大 中2 野藤　恭平 中3 石橋　輝大 中3 丸山　明洋 中2 古本　進翔 中3

近藤　雅之 中3 池田健太郎 中3 芝原　陸矢 中3 高野　隼也 中2 伊藤　章博 中3 大口　智也 中1 石崎　大地 中3

3:52.48 Fin. 3:53.20 Fin. 3:57.34 Fin. 3:58.81 Fin. 4:04.35 Fin. 4:08.54 Fin. 4:14.61 Fin.

   58.85 1st.    58.25 1st.    58.59 1st.    56.71 1st.  1:01.33 1st.  1:00.65 1st.    56.73 1st.
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