
第48回四国地区高等専門学校体育大会　水泳競技           男子成績一覧表 

2011/07/21 ～ 2011/07/22

会場  香川高専詫間キャンパスプール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 安村　泰輝 高3 島　　　聖 大2 橘高　昂志 大1 坂井　恭平 大1 渡辺　慎司 大1 立石　卓也 高2

100m 阿南高専 香川高専高松 香川高専詫間 香川高専高松 新居浜工高専 香川高専詫間

決勝 53.91 57.99 58.04 59.76 1:02.09 1:02.64

(大会新)

自由形 佐々木　渉 高2 橘高　昂志 大1 島　　　聖 大2 多田　賢弘 高1 渡辺　慎司 大1 河村　勇太 高1

200m 高知高専 香川高専詫間 香川高専高松 香川高専高松 新居浜工高専 新居浜工高専

タイム決勝 2:10.10 2:11.59 2:12.36 2:15.34 2:17.82 2:17.84

自由形 坂井　恭平 大1 橘高　昂志 大1 平野　裕亮 大1 香川　一成 高3 請川　裕也 高2 松島　勇斗 高3

400m 香川高専高松 香川高専詫間 香川高専詫間 香川高専高松 香川高専詫間 新居浜工高専

タイム決勝 4:46.22 4:51.67 5:56.45 5:58.63 6:29.58 6:37.50

自由形 多田　賢弘 高1 佐々木　渉 高2 坂井　恭平 大1 平野　裕亮 大1 香川　一成 高3 池内　　稜 高3

800m 香川高専高松 高知高専 香川高専高松 香川高専詫間 香川高専高松 弓削商船高専

タイム決勝 9:53.36 9:55.46 10:38.30 12:21.24 12:41.51 12:57.62

背泳ぎ 吉田　有佑 大2 星加　恭兵 高3 臼杵　拓哉 高2 石川　　凌 高1 宇野　海図 高2 山﨑　啓太 高1

100m 高知高専 新居浜工高専 香川高専詫間 高知高専 弓削商船高専 香川高専詫間

タイム決勝 1:00.79 1:01.28 1:10.39 1:22.73 1:29.22 1:34.89

(大会新) (大会新)

背泳ぎ 吉田　有佑 大2 星加　恭兵 高3 臼杵　拓哉 高2 石川　　凌 高1 中村　羊佑 大1 山﨑　啓太 高1

200m 高知高専 新居浜工高専 香川高専詫間 高知高専 香川高専高松 香川高専詫間

タイム決勝 2:11.35 2:16.48 2:35.24 3:00.74 3:12.82 3:22.10

平泳ぎ 畑　　祥大 大1 中村　羊佑 大1 大西　潤弥 高2 藤田　晴樹 高3 池田　直樹 高1 松島　悠大 高3

100m 香川高専高松 香川高専高松 香川高専詫間 新居浜工高専 香川高専高松 新居浜工高専

決勝 1:09.74 1:18.30 1:18.93 1:19.49 1:21.05 1:21.74

平泳ぎ 畑　　祥大 大1 中村　羊佑 大1 池田　直樹 高1 大西　潤弥 高2 池田　直哉 大1 藤田　晴樹 高3

200m 香川高専高松 香川高専高松 香川高専高松 香川高専詫間 高知高専 新居浜工高専

タイム決勝 2:35.67 2:51.74 2:55.38 2:56.65 2:58.20 3:02.70

バタフライ 安村　泰輝 高3 島　　　聖 大2 仙田裕一朗 高3 池田　直哉 大1 門杉　和哉 大1 山本　凌生 高1

100m 阿南高専 香川高専高松 新居浜工高専 高知高専 香川高専高松 高知高専

タイム決勝 58.70 1:03.78 1:07.54 1:11.40 1:13.01 1:18.85

バタフライ 安村　泰輝 高3 門杉　和哉 大1 畑　　祥大 大1 西川　　翼 高2 池田　直樹 高1

200m 阿南高専 香川高専高松 香川高専高松 香川高専詫間 香川高専高松

タイム決勝 2:05.56 2:55.82 2:57.76 3:17.07 3:24.45

(大会新)
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第48回四国地区高等専門学校体育大会　水泳競技           男子成績一覧表 

2011/07/21 ～ 2011/07/22

会場  香川高専詫間キャンパスプール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

個人メドレー 吉田　有佑 大2 佐々木　渉 高2 多田　賢弘 高1 門杉　和哉 大1 臼杵　拓哉 高2 仙田裕一朗 高3

200m 高知高専 高知高専 香川高専高松 香川高専高松 香川高専詫間 新居浜工高専

タイム決勝 2:14.73 2:25.21 2:32.30 2:39.39 2:40.55 2:40.57

リレー 新居浜工高専 香川高専高松 香川高専詫間 高知高専 阿南高専 高

400m 星加　恭兵 高3 坂井　恭平 大1 臼杵　拓哉 高2 吉田　有佑 大2 安村　泰輝 高3

タイム決勝 渡辺　慎司 大1 畑　　祥大 大1 井上　祐介 大1 佐々木　渉 高2 増金　耕太 高2

仙田裕一朗 高3 島　　　聖 大2 立石　卓也 高2 池上　健伸 高1 ヤシル 高3

河村　勇太 高1 多田　賢弘 高1 橘高　昂志 大1 川田　崇仁 高3 米本　健 高1

3:59.81 Fin. 4:02.21 Fin. 4:08.57 Fin. 4:14.32 Fin. 5:07.36 Fin.

   56.05 1st.    59.66 1st.  1:03.26 1st.    55.64 1st.    54.61 1st.

(大会新) 1st.

メドレーリレー 香川高専高松 新居浜工高専 高知高専 香川高専詫間

400m 多田　賢弘 高1 星加　恭兵 高3 佐々木　渉 高2 臼杵　拓哉 高2

タイム決勝 畑　　祥大 大1 藤田　晴樹 高3 池田　直哉 大1 大西　潤弥 高2

島　　　聖 大2 仙田裕一朗 高3 吉田　有佑 大2 橘高　昂志 大1

坂井　恭平 大1 渡辺　慎司 大1 池上　健伸 高1 立石　卓也 高2

4:23.90 Fin. 4:27.95 Fin. 4:36.29 Fin. 4:43.21 Fin.

 1:13.78 1st.  1:01.93 1st.  1:05.86 1st.  1:10.32 1st.
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第48回四国地区高等専門学校体育大会　水泳競技           女子成績一覧表 

2011/07/21 ～ 2011/07/22

会場  香川高専詫間キャンパスプール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位

自由形 吉田早奈恵 高3 岩中　まき 高3 竹村　紫織 高1 河田　紗希 高2

100m 高知高専 香川高専高松 高知高専 香川高専詫間

タイム決勝 1:03.34 1:11.99 1:24.33 1:26.83

(大会新)

背泳ぎ 清水今日香 高2 竹林　美月 高1 橋本千都華 高1 田尾　若菜 大1 加治　明菜 大1

50m 高知高専 新居浜工高専 高知高専 香川高専高松 香川高専詫間

タイム決勝 35.99 36.32 45.75 52.18 52.61

平泳ぎ 岩中　まき 高3 竹村　紫織 高1 橋本千都華 高1 河田　紗希 高2

100m 香川高専高松 高知高専 高知高専 香川高専詫間

タイム決勝 1:35.80 1:36.58 1:47.22 1:51.94

バタフライ 吉田早奈恵 高3 竹林　美月 高1 清水今日香 高2 加治　明菜 大1 田尾　若菜 大1

50m 高知高専 新居浜工高専 高知高専 香川高専詫間 香川高専高松

タイム決勝 30.95 34.65 35.82 46.97 50.23

(大会新)

リレー 高知高専 高

200m 吉田早奈恵 高3

タイム決勝 清水今日香 高2

橋本千都華 高1

竹村　紫織 高1

2:17.84 Fin.

1st.
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