
平成２２年度岡山県高等学校総合体育大会（水泳競技）上位入賞者

男子

   

自由形 西井　悠貴 高1 笹井　俊宏 高2 原田　龍成 高2

50m 玉野光南高 津山高 岡山芳泉高

25.48 25.74 25.77

自由形 尾刀　周希 高1 林　　拓馬 高2 西井　悠貴 高1

100m 関西高 岡山工業高 玉野光南高

55.6 56.22 56.36

自由形 長曽我部一大 高2 来間　隆史 高2 西村　俊祐 高3

200m 関西高 玉野光南高 岡山工業高

(大会新)　0:01:54 (大会新)　0:01:55 01:58.6

自由形 長曽我部一大 高2 三村　浩介 高2 西村　俊祐 高3

400m 関西高 関西高 岡山工業高

(大会新)　0:04:05 04:10.1 04:10.3

自由形 三村　浩介 高2 大塚　貴裕 高1 藤原　海斗 高2

1500m 関西高 勝山高 関西高

(大会新)　0:16:29 16:50.4 17:14.9

背泳ぎ 田中　祥史 高3 西谷　佳太 高1 西村　健吾 高3

100m 関西高 勝山高 岡山大安寺高

01:01.3 01:03.9 01:04.1

背泳ぎ 田中　祥史 高3 須増　安生 高2 西村　健吾 高3

200m 関西高 岡山工業高 岡山大安寺高

02:14.8 02:17.4 02:19.6

平泳ぎ 武居　隼人 高3 瀬角　健太 高1 川口　永人 高3

100m 岡山朝日高 関西高 岡山大安寺高

(大会新)　0:01:06 (大会新)　0:01:06 01:08.3

平泳ぎ 武居　隼人 高3 近藤　大亮 高2 川口　永人 高3

200m 岡山朝日高 岡山朝日高 岡山大安寺高

(大会新)　0:02:22 02:27.7 02:27.8

バタフライ 笹井　俊宏 高2 佐藤　佑樹 高2 小野　夢策 高2

100m 津山高 岡山芳泉高 おかやま山陽

58.69 58.95 01:02.5

バタフライ 河本　佳祐 高2 佐藤　佑樹 高2 濱松　和也 高1

200m 玉野光南高 岡山芳泉高 関西高

(大会新)　0:02:07 02:09.6 02:23.2

個人メドレー 来間　隆史 高2 友末憲一郎 高3 吉澤　政弥 高2

200m 玉野光南高 美作高 玉野光南高

02:11.7 02:16.6 02:16.7

個人メドレー 河本　佳祐 高2 吉澤　政弥 高2 佐藤　龍太 高1

400m 玉野光南高 玉野光南高 岡山大安寺高

04:41.2 04:46.7 04:54.6

リレー 関西高 玉野光南高 岡山工業高

400m 尾刀　周希 高1 来間　隆史 高2 野崎　　司 高2

長曽我部一大 高2 西井　悠貴 高1 須増　安生 高2

瀬角　健太 高1 八杉　　奨 高3 林　　拓馬 高2

田中　祥史 高3 浪尾慶太郎 高1 西村　俊祐 高3

03:42.0 03:50.6 03:53.7

リレー 関西高 高 玉野光南高 高 岡山大安寺高 高

800m 田中　祥史 高3 来間　隆史 高2 佐藤　龍太 高1

長曽我部一大 高2 河本　佳祐 高2 大倉　孝章 高3

尾刀　周希 高1 森本　瑞樹 高2 上野　航輝 高1

三村　浩介 高2 吉澤　政弥 高2 石井　大貴 高1

(大会新)　0:07:59 08:07.5 08:57.3

メドレーリレー 関西高 高 玉野光南高 高 岡山芳泉高 高

400m 田中　祥史 高3 吉澤　政弥 高2 本郷　知紀 高3

瀬角　健太 高1 森本　瑞樹 高2 宮永　孝裕 高1

長曽我部一大 高2 河本　佳祐 高2 佐藤　佑樹 高2

尾刀　周希 高1 来間　隆史 高2 原田　龍成 高2

04:00.7 04:07.4 04:17.0

１位 ２位 ３位



女子

   

自由形 藤田　真由 高2 赤木　彩乃 高1 柏原　汐里 高2

50m 岡山朝日高 勝山高 玉野光南高

27.89 28.21 28.69

米戸津香沙 高2

岡山南高

(同3位)　28.69

石﨑　　葵 高1

備前緑陽

(同3位)　28.69

自由形 柏原　汐里 高2 石﨑　　葵 高1 米戸津香沙 高2

100m 玉野光南高 備前緑陽 岡山南高

01:01.7 01:02.0 01:02.2

自由形 杉本　絵梨 高3 石村　麻衣 高1 砂場由梨佳 高2

200m 玉野光南高 岡山朝日高 備前緑陽

02:12.4 02:16.5 02:19.1

自由形 岡　　秀美 高1 杉本　絵梨 高3 石村　麻衣 高1

400m 岡山大安寺高 玉野光南高 岡山朝日高

04:37.9 04:39.0 04:45.2

自由形 齊田　真子 高1 行本　佳穂 高1 多田　朱里 高3

800m 岡山城東高 就実高 岡山大安寺高

09:50.0 09:50.8 10:01.7

背泳ぎ 赤木　彩乃 高1 黒住　優花 高2 藤井　沙衣 高3

100m 勝山高 倉敷天城高 就実高

(県高新)　0:01:05 01:09.9 01:12.1

背泳ぎ 黒住　優花 高2 岡　　秀美 高1 藤井　沙衣 高3

200m 倉敷天城高 岡山大安寺高 就実高

02:26.2 02:28.2 02:34.4

平泳ぎ 上岡　理紗 高1 安田　　愛 高3 森田　　愛 高2

100m 岡山城東高 玉野光南高 就実高

01:17.1 01:18.9 01:19.0

平泳ぎ 上岡　理紗 高1 森田　　愛 高2 安田　　愛 高3

200m 岡山城東高 就実高 玉野光南高

02:43.3 02:47.8 02:51.8

バタフライ 藤田　真由 高2 扇本　諒子 高2 松永　夢乃 高1

100m 岡山朝日高 就実高 岡山理大附高

01:03.7 01:04.8 01:08.5

バタフライ 扇本　諒子 高2 岡部　七菜 高1

200m 就実高 玉野光南高

(大会新)　0:02:20 02:25.4

個人メドレー 岡部　七菜 高1 日本　亜美 高1 齊田　真子 高1

200m 玉野光南高 西大寺高校 岡山城東高

02:27.3 02:28.3 02:35.9

個人メドレー 日本　亜美 高1 小橋　加奈 高3 武本　友江 高3

400m 西大寺高校 岡山南高 倉敷商業高

05:20.0 05:31.0 05:43.1

リレー 玉野光南高 就実高 岡山大安寺高

400m 柏原　汐里 高2 扇本　諒子 高2 岡　　秀美 高1

杉本　絵梨 高3 森田　　愛 高2 多田　朱里 高3

岡部　七菜 高1 稲村　優美 高2 近藤　夏奈 高3

太田有里華 高2 藤井　沙衣 高3 秋山　苑鼓 高1

04:11.3 04:16.5 04:19.7

メドレーリレー 玉野光南高 就実高 岡山大安寺高

400m 杉本　絵梨 高3 藤井　沙衣 高3 岡　　秀美 高1

安田　　愛 高3 扇本　諒子 高2 近藤　夏奈 高3

岡部　七菜 高1 森田　　愛 高2 藤澤　香織 高3

柏原　汐里 高2 稲村　優美 高2 秋山　苑鼓 高1

04:37.9 04:41.5 04:56.2

１位 ２位 ３位


