
第54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 

2017/07/08 ～ 2017/07/09

会場  香川高等専門学校詫間キャンパス水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 竹村　潤一 高3 中西　柊斗 高3 岡本　充矢 高1 佐光　　彪 高3 園田　祐大 高3 小松　　祐 高2

50m 香川高専高松 弓削商船高専 香川高専高松 弓削商船高専 弓削商船高専 高知高専

決勝 25.67 25.68 26.98 27.63 27.67 28.19

自由形 安藤　　樹 高3 竹村　潤一 高3 森野　克浩 大1 園田　祐大 高3 秋元　優貴 高3 島崎　祐輔 高3

100m 香川高専詫間 香川高専高松 香川高専高松 弓削商船高専 高知高専 香川高専詫間

決勝 56.59 57.36 1:00.04 1:01.25 1:03.17 1:07.34

自由形 溝木　隆太 大1 佐光　　彪 高3 秋元　優貴 高3 黒木　隆太 大1 井出　喜久 大2 福岡　竜馬 大1

200m 阿南高専 弓削商船高専 高知高専 香川高専高松 香川高専詫間 香川高専高松

決勝 2:03.96 2:22.15 2:23.49 2:37.65 2:42.48 2:45.65

自由形 溝木　隆太 大1 松野　光希 高2 森野　克浩 大1 香川倫太郎 大1 柏原　悠人 高2 合田　卓矢 大2

400m 阿南高専 香川高専高松 香川高専高松 香川高専高松 香川高専詫間 香川高専詫間

タイム決勝 4:16.83 4:29.32 5:08.64 5:08.76 5:43.52 5:52.74

自由形 溝木　隆太 大1 松野　光希 高2 多田　憲矢 大1 近藤　拓斗 大1 黒木　隆太 大1 野元　将央 大1

800m 阿南高専 香川高専高松 香川高専高松 弓削商船高専 香川高専高松 高知高専

タイム決勝 8:48.78 9:17.99 10:24.81 11:37.18 13:11.24 13:27.75

背泳ぎ 奥田　真也 高2 岡本　充矢 高1 小比賀清隆 大2 鈴木　凌大 高3 平井　智幸 高2 中司　大輔 高2

100m 阿南高専 香川高専高松 香川高専高松 弓削商船高専 新居浜高専 弓削商船高専

決勝 1:00.08 1:09.04 1:12.13 1:16.39 1:20.48 1:23.97

(大会新)

背泳ぎ 安藤　　樹 高3 岡本　充矢 高1 多田　憲矢 大1 小比賀清隆 大2 鈴木　凌大 高3 中司　大輔 高2

200m 香川高専詫間 香川高専高松 香川高専高松 香川高専高松 弓削商船高専 弓削商船高専

タイム決勝 2:23.22 2:31.29 2:36.18 2:39.44 2:47.27 3:02.68

平泳ぎ 中西　柊斗 高3 小比賀清隆 大2 村上　智哉 高3 柏原　悠人 高2 松島　翔斗 高3 真鍋　海里 大2

100m 弓削商船高専 香川高専高松 新居浜高専 香川高専詫間 弓削商船高専 香川高専詫間

決勝 1:11.64 1:14.28 1:14.89 1:21.65 1:21.88 1:22.40

平泳ぎ 村上　智哉 高3 柏原　悠人 高2 松島　翔斗 高3 真鍋　海里 大2 上田　悠太 高3 片山　大貴 大1

200m 新居浜高専 香川高専詫間 弓削商船高専 香川高専詫間 高知高専 香川高専高松

決勝 2:47.79 2:55.47 2:58.04 3:00.67 3:08.97 3:10.12

バタフライ 奥田　真也 高2 細野裕一朗 高1 福岡　竜馬 大1 高橋　柊斗 大1 香川倫太郎 大1 合田　卓矢 大2

100m 阿南高専 香川高専高松 香川高専高松 高知高専 香川高専高松 香川高専詫間

決勝 58.66 1:01.17 1:02.19 1:10.29 1:11.17 1:15.15
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第54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 

2017/07/08 ～ 2017/07/09

会場  香川高等専門学校詫間キャンパス水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

バタフライ 奥田　真也 高2 松野　光希 高2 細野裕一朗 高1 福岡　竜馬 大1 真鍋　海里 大2 住田　　樹 高3

200m 阿南高専 香川高専高松 香川高専高松 香川高専高松 香川高専詫間 香川高専詫間

タイム決勝 2:07.72 2:14.42 2:20.75 2:41.80 3:09.10 3:14.71

個人メドレー 細野裕一朗 高1 安藤　　樹 高3 多田　憲矢 大1 浅原　祐斗 高1 鈴木　凌大 高3 中井　静希 大1

200m 香川高専高松 香川高専詫間 香川高専高松 弓削商船高専 弓削商船高専 香川高専高松

タイム決勝 2:17.45 2:17.77 2:31.89 2:53.55 2:58.35 3:04.45

リレー 香川高専高松A 高知高専 香川高専高松B 香川高専詫間 弓削商船高専B 新居浜高専

200m 小比賀清隆 大2 本山　海里 高2 岡本　充矢 高1 井出　喜久 大2 三島　亮太 高3 高橋　直樹 大2

タイム決勝 平山　　篤 高2 手島　遼河 高1 福岡　竜馬 大1 谷川　和也 宮脇　渉 大2 西岡　栞 高2

黒木　隆太 大1 竹村　知紘 大2 香川倫太郎 大1 西川　翼 大3 松島　翔斗 高3 村上　和海 高2

藤川　大誠 高2 高橋　省吾 大1 濵﨑　智行 高3 森　一貴 近藤　拓斗 大1 伊藤　康平

2:00.46 Fin. 2:02.24 Fin. 2:07.43 Fin. 2:13.39 Fin. 2:16.68 Fin. 2:18.79 Fin.

   28.28 1st.    26.39 1st.    31.44 1st.    31.52 1st.    37.92 1st.    29.54 1st.

リレー 香川高専高松 弓削商船高専 高 香川高専詫間 高知高専 新居浜高専

400m 松野　光希 高2 園田　祐大 高3 安藤　　樹 高3 秋元　優貴 高3 越智　真生 大2

タイム決勝 竹村　潤一 高3 小野川一貴 高3 住田　　樹 高3 野元　将央 大1 高橋　直樹 大2

多田　憲矢 大1 佐光　　彪 高3 島崎　祐輔 高3 中野　　葵 大2 村上　智哉 高3

細野裕一朗 高1 中西　柊斗 高3 合田　卓矢 大2 高橋　柊斗 大1 森野　誠也 大2

3:50.06 Fin. 4:04.25 Fin. 4:16.18 Fin. 4:31.68 Fin. 4:34.97 Fin.

   57.63 1st.  1:01.95 1st.    56.95 1st.  1:03.21 1st.  1:14.65 1st.

メドレーリレー 香川高専高松A 阿南高専 香川高専詫間 高知高専 大 弓削商船高専 高 香川高専高松B

200m 多田　憲矢 大1 奥田　真也 高2 井出　喜久 大2 竹村　知紘 大2 中司　大輔 高2 山本　健司 大1

タイム決勝 中井　静希 大1 溝木　隆太 大1 真鍋　海里 大2 中野　　葵 大2 三島　亮太 高3 伊丹　大貴 高2

松野　光希 高2 奥田　真也 高2 西川　翼 大3 田村　誠悟 大1 池田　文仁 高3 井上　雄貴 大2

森野　克浩 大1 溝木　隆太 大1 安藤　徳武 高3 野元　将央 大1 藤村　悠希 高3 山名　一輝 高1

2:06.92 Fin. 2:11.30 Fin. 2:31.84 Fin. 2:33.17 Fin. 2:37.60 Fin. 2:55.93 Fin.

   34.84 1st.    30.21 1st.    36.57 1st.    41.94 1st.    38.87 1st.    54.98 1st.
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2017/07/08 ～ 2017/07/09

会場  香川高等専門学校詫間キャンパス水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

メドレーリレー 香川高専高松 香川高専詫間 弓削商船高専 高 高知高専 新居浜高専

400m 細野裕一朗 高1 安藤　　樹 高3 鈴木　凌大 高3 野元　将央 大1 平井　智幸 高2

タイム決勝 小比賀清隆 大2 柏原　悠人 高2 中西　柊斗 高3 上田　悠太 高3 村上　智哉 高3

福岡　竜馬 大1 合田　卓矢 大2 小野川一貴 高3 高橋　柊斗 大1 森野　誠也 大2

竹村　潤一 高3 島崎　祐輔 高3 園田　祐大 高3 秋元　優貴 高3 高橋　直樹 大2

4:15.75 Fin. 4:54.61 Fin. 4:58.00 Fin. 5:01.38 Fin. 5:06.69 Fin.

 1:05.32 1st.  1:06.36 1st.  1:17.63 1st.  1:24.13 1st.  1:22.60 1st.
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第54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 

2017/07/08 ～ 2017/07/09

会場  香川高等専門学校詫間キャンパス水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 浅田　若奈 高3 鎌田　　燦 高3 平田かれん 高3 真鍋美乃里 高3 藤原　瑠菜 高3 池田　悠歩 高3

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

タイム決勝 1:05.76 1:25.63 1:26.99 1:27.08 1:27.08 1:33.15

(同4位)

背泳ぎ 野並　玲奈 高1 高橋　明樹 高2 鎌田　　燦 高3 平田かれん 高3 瀬野　優香 高3

50m 高知高専 新居浜高専 新居浜高専 高知高専 弓削商船高専

タイム決勝 38.40 38.45 40.26 44.35 50.65

平泳ぎ 谷脇　　萌 高3 越智　円香 大1 真鍋あゆみ 高1 瀬野　優香 高3 小松　　微 大1

100m 高知高専 新居浜高専 高知高専 弓削商船高専 高知高専

タイム決勝 1:39.23 1:45.59 1:49.66 1:50.81 1:59.12

バタフライ 浅田　若奈 高3 野並　玲奈 高1 越智　円香 大1 真鍋美乃里 高3 藤原　瑠菜 高3

50m 新居浜高専 高知高専 新居浜高専 香川高専詫間 弓削商船高専

タイム決勝 34.22 37.75 39.44 41.50 45.63

リレー 新居浜高専 高知高専 高 弓削商船高専 高

200m 越智　円香 大1 野並　玲奈 高1 池田　悠歩 高3

タイム決勝 水本　望月 高2 青木美早紀 高3 瀬野　優香 高3

鎌田　　燦 高3 谷脇　　萌 高3 藤原　真琴 高3

高橋　明樹 高2 平田かれん 高3 藤原　瑠菜 高3

2:21.84 Fin. 2:25.91 Fin. 2:39.03 Fin.

   35.31 1st.    34.21 1st.    41.62 1st.
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