
香川県総合水泳プール 2011/03/06

女子 200m 個人メドレー

賀知　笑理 静岡 ぴい～すＳＣ 3:09.32

岡村　実幸 大阪 Ａ・Ｓ・Ａ 3:59.50

男子 200m 個人メドレー

本郷　雅博 横浜 宮前ドルフィン 2:36.10

吉川　哲史 香川 香川育成会 2:40.75

相馬　康平 青森 アオイモリＳ 2:43.19

国本　考太 大阪 Ａ・Ｓ・Ａ 2:49.37

橘高　孝太 大阪 Ａ・Ｓ・Ａ 2:49.41

岡本　貴志 山口 個人 2:49.64

西尾　貴文 岐阜 個人 2:56.97

弓削　陽介 滋賀 滋賀県 3:04.92

女子 200m 自由形

大取　真央 神戸 トライムＳＣ 3:00.67

男子 200m 自由形

鮫島　一輝 大阪 大阪泳ごう会 2:08.44

伊藤　宏太 香川 香川育成会 2:09.77

金村　光将 岐阜 中濃 2:19.47

山田　雅徳 滋賀 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 2:21.13

田中　一真 京都 個人 2:21.81

松田健一郎 神戸 個人 2:23.22

小川　知樹 東京 おともだちＳ 2:25.66

篠原　貴史 岐阜 中濃 2:27.61

吉田　雄城 岐阜 個人 2:27.79

川又　圭佑 茨城 個人 2:51.47

河合　義尚 愛知 個人 2:57.26

松田　　智 島根 個人 3:24.48

上田慶太郎 兵庫 高養クラブ 3:57.74

女子 25m 自由形

原田知菜美 大阪 Ａ・Ｓ・Ａ 0:17.16

有門　祥子 川崎 宮前ドルフィン 0:18.58

河崎　文香 愛知 個人 0:21.75

酒井　玲奈 岐阜 中濃 0:22.31

伊藤　友紀 東京 おともだちＳ 0:23.46

山口　敦子 広島 シャイニング 0:23.95

松田　桃子 香川 香川育成会 0:27.87

長尾　亜美 岐阜 中濃 0:43.20

男子 25m 自由形

堀本　晃希 広島 シャイニング 0:13.43

飛倉　一輝 香川 香川育成会 0:13.44

伊藤　優樹 川崎 宮前ドルフィン 0:14.79

田中　正輝 横浜 宮前ドルフィン 0:15.12

鈴木　則之 広島 シャイニング 0:18.04

木下　直行 岡山 個人 0:21.48

仙波　進歩 広島 シャイニング 0:24.26
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田中　裕基 香川 香川育成会 0:34.04

女子 25m 背泳ぎ

池永久美子 大阪 大阪泳ごう会 0:26.45

中谷　有希 広島 シャイニング 0:33.31

男子 25m 背泳ぎ

森　　晴毅 静岡 個人 0:17.17

庄司圭太郎 滋賀 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 0:20.40

鈴木　則之 広島 シャイニング 0:23.52

木下　直行 岡山 個人 0:24.15

女子 25m 平泳ぎ

中谷　有希 広島 シャイニング 0:33.45

長尾　亜美 岐阜 中濃 0:45.40

男子 25m 平泳ぎ

角尾　具洸 川崎 宮前ドルフィン 0:16.87

藤本　　陽 滋賀 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 0:20.86

女子 25m バタフライ

一戸　蓮実 兵庫 高養クラブ 0:17.91

佐藤　真美 広島 シャイニング 0:22.57

酒井　玲奈 岐阜 中濃 0:52.91

男子 25m バタフライ

小菅　　仁 滋賀 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 0:16.05

眞木　一騎 川崎 宮前ドルフィン 0:16.36

川又　圭佑 茨城 個人 0:19.43

女子 100m 個人メドレー

村上　　彩 兵庫 高養クラブ 1:38.67

樋口　鈴奈 大阪 個人 1:47.95

河崎　文香 愛知 個人 2:13.85

男子 100m 個人メドレー

久米　潤 愛媛 個人 1:27.55

手嶋　大河 岡山 個人 1:45.49

山田　雄太 東京 おともだちＳ 1:49.06

女子 100m 自由形

大取　真央 神戸 トライムＳＣ 1:22.30

男子 100m 自由形

津川　拓也 大阪 大阪泳ごう会 0:58.37

鮫島　一輝 大阪 大阪泳ごう会 0:59.83

伊藤　宏太 香川 香川育成会 1:00.76

竹内　倫行 大阪 大阪泳ごう会 1:01.56

金村　光将 岐阜 中濃 1:03.55

山田　雅徳 滋賀 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 1:05.82

吉田　雄城 岐阜 個人 1:06.05

松田健一郎 神戸 個人 1:06.26

佐藤　嵩仁 横浜 宮前ドルフィン 1:06.50

松本　拓也 浜松 ペンギン村 1:06.72



秋田　悠輔 兵庫 高養クラブ 1:10.38

松山　航大 岐阜 中濃 1:12.80

河合　義尚 愛知 個人 1:15.98

松田　　智 島根 個人 1:22.73

山下　直哉 香川 香川育成会 1:30.93

上田慶太郎 兵庫 高養クラブ 1:41.35

田中　　臣 徳島 個人 1:50.98

男子 100m 背泳ぎ

田中　一真 京都 個人 1:24.96

男子 100m 平泳ぎ

小田　真巳 堺市 個人 1:16.45

角尾　具洸 川崎 宮前ドルフィン 1:22.67

岡本　貴志 山口 個人 1:27.06

川﨑　隆志 香川 香川育成会 1:30.19

佐藤　仁敏 滋賀 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 1:32.00

松山　航大 岐阜 中濃 1:33.48

弓削　陽介 滋賀 滋賀センター 1:35.23

森　　晴毅 静岡 個人 1:35.98

今津　崇善 大阪 Ａ・Ｓ・Ａ 1:53.19

小石　友貴 東京 おともだちＳ 2:09.42

女子 100m バタフライ

原田知菜美 大阪 Ａ・Ｓ・Ａ 1:36.15

山本　　紫 大阪 大阪泳ごう会 1:39.78

村上　　彩 兵庫 高養クラブ 1:41.64

岡村　実幸 大阪 Ａ・Ｓ・Ａ 1:54.12

有門　祥子 川崎 宮前ドルフィン 2:13.45

男子 100m バタフライ

本郷　雅博 横浜 宮前ドルフィン 1:06.40

吉川　哲史 香川 香川育成会 1:09.65

篠原　貴史 岐阜 中濃 1:12.67

相馬　康平 青森 アオイモリＳ 1:14.89

国本　考太 大阪 Ａ・Ｓ・Ａ 1:16.68

橘高　孝太 大阪 Ａ・Ｓ・Ａ 1:17.70

西尾　貴文 岐阜 個人 1:18.23

眞木　一騎 川崎 宮前ドルフィン 1:24.41

女子 50m 自由形

一戸　蓮実 兵庫 高養クラブ 0:34.50

樋口　鈴奈 大阪 個人 0:42.04

池永久美子 大阪 大阪泳ごう会 0:46.63

山口　敦子 広島 シャイニング 0:56.19

男子 50m 自由形

津川　拓也 大阪 大阪泳ごう会 0:27.40

竹内　倫行 大阪 大阪泳ごう 0:27.89

堀本　晃希 広島 シャイニング 0:29.35

宮本　和裕 東京 おともだちＳ 0:30.14

松本　拓也 浜松 ペンギン村 0:30.19

飛倉　一輝 香川 香川育成会 0:30.44

佐藤　嵩仁 横浜 宮前ドルフィン 0:30.57



藤本　　陽 滋賀 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 0:33.07

小菅　　仁 滋賀 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 0:33.52

田中　正輝 横浜 宮前ドルフィン 0:33.84

庄司圭太郎 滋賀 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 0:34.81

田中　　臣 徳島 個人 0:44.62

仙波　進歩 広島 シャイニング 0:54.81

田中　裕基 香川 香川育成会 1:19.42

男子 50m 背泳ぎ

石田　真一 兵庫 高養クラブ 0:33.10

秋田　悠輔 兵庫 高養クラブ 0:37.76

河野　賢治 山梨 個人 0:47.27

女子 50m 平泳ぎ

賀知　笑理 静岡 ぴい～すＳＣ 0:44.95

山本　　紫 大阪 大阪泳ごう会 0:46.48

松田　桃子 香川 香川育成会 1:13.20

男子 50m 平泳ぎ

小田　真巳 堺市 個人 0:34.72

宮本　和裕 東京 おともだちＳ 0:38.09

川﨑　隆志 香川 香川育成会 0:40.91

河野　賢治 山梨 個人 0:46.24

藤原　新也 広島 シャイニング 0:46.64

手嶋　大河 岡山 個人 0:49.33

山下　直哉 香川 香川育成会 0:50.82

山田　雄太 東京 おともだちＳ 0:52.06

小石　友貴 東京 おともだちＳ 1:00.37

男子 50m バタフライ

久米　潤 愛媛 個人 0:34.74

佐藤　仁敏 滋賀 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 0:37.37

藤原　新也 広島 シャイニング 0:42.19

佐藤　真美 広島 シャイニング 1:00.64


