
種 目 記　録 氏　　名 所　　属 場　所 年月日 大　　　会　　　名

50Ｍ 24.49 池下　肇一 宮崎南 宮　 崎 27.7.18 九州高校

100Ｍ 52. 53 松田　丈志 宮崎県 宮　 城 13．9．8 国民体育大会

200Ｍ 1：52．60 松田　丈志 東海ＳＣ 東　 京 13．8．28 全国ＪＯ

400Ｍ 3：51．62 松田　丈志 東海ＳＣ 東　 京 14．6．11 日本選手権

800Ｍ 8：01．24 松田　丈志 東海ＳＣ 東　 京 14．6．13 日本選手権

1500Ｍ 15：29．24 松田　丈志 日　 本 ローマ 13．6．10 ヨーロッパＧＰ

50Ｍ 29.58 吉田　拓斗 ﾌｨｯﾄﾋﾟｱ 山　口 30.2.10 きららカップ

100Ｍ 1:03.05 吉田　拓斗 都城農業 熊本 R1.8.19 全国高校総体

200Ｍ 2:14.88 吉田　拓斗 都城農業 鹿児島 29.9.30 九州新人

50Ｍ 25.32 菊池　玲希 宮崎西 福　岡 28.10.1 九州新人

100Ｍ 55.46 菊池　玲希 宮崎西 長　崎 29.7.17 九州高校

200Ｍ 1：56．64 松田　丈志 日　 本 横　 浜 14．8．24 パンパシフィック

50Ｍ 27.75 池下　肇一 ﾒﾙﾍﾝ宮崎 大　 分 26.8.30 全九州SC夏季

100Ｍ 58.57 門田　凌我 宮崎南 大　分 28.7.18 九州高校

200Ｍ 2:06.19 門田　凌我 宮崎南 宮　崎 28.7.2 宮崎県選手権

200Ｍ 2：08．05 黒木　駿 宮崎日大 鹿児島 R1.7.14 九州高校

400Ｍ 4：32．68 岡﨑　弘輔 宮崎県 高　 知 14．9．21 国民体育大会

西日本宮崎 宮　 崎 27.8.29

宮崎県選抜 岩　手 28.9.11

宮崎県選抜 鹿児島 29.10.1

GOLD'S GYM 宮崎 R4.6.9

宮崎県選抜 栃木 R4.9.17

全九州ＳＣ夏季

800Ｍ 7:52.05 国民体育大会
山口　汰介・長友　琉生・待鳥堅太郎・米田　光貴

リレー

200Ｍ 1:38.05 九州新人
福島　彰悟・ 友石　渓司・ 黒木　悠杜・ 山田　遼河

400Ｍ 3:37.91 JO夏季県予選
長友　琉生・待鳥堅太郎・米田　光貴・山口　汰介

イ）水 泳 競 技 （令和４年４月１日現在）

国民体育大会
門田　凌我・立山　峻・菊池　玲希・渕　　雅顕

400Ｍ 3:54.07

　　男　子

自由形

平泳ぎ

バタフライ

背泳ぎ

個人メドレー

メドレーリレー

門田　凌我・北園　貴大・菊池　玲希・長沼　暁典
200Ｍ 1:52.74



種 目 記　録 氏　　名 所　　属 場　所 年月日 大　　　会　　　名

50Ｍ 26. 82 大木場真由 小　 林 福　 岡 25．7．13 九州高校

100Ｍ 58. 68 大木場真由 小　 林 宮　 崎 25．6．30 県選手権

200Ｍ 2:06.63 柳原　可苗 宮崎商業 沖縄 22.8.18 全国高校総体

400Ｍ 4：29．92 日髙仁慈子 東海ＳＣ 福　 岡 13．5．27 西日本年齢別

800Ｍ 9：10．68 日髙仁慈子 東海ＳＣ 福　 岡 13．5．26 西日本年齢別

50Ｍ 34.14 下村　桃子 サンフラワー 宮　崎 30.8.19 県クラブ対抗

100Ｍ 1:13.77 矢野　真奈 ビーグル 熊本 26.5.24 宮崎県選手権

200Ｍ 2:36.58 矢野　真奈 ビーグル 鹿児島 27.4.18 桜島カップ

50M 28.68 中山　智予 聖心ウルスラ 宮　 崎 23.9.16 県新人大会

100Ｍ 1：00．93 大木場真由 小　 林 福　岡 25．7．15 九州高校

200Ｍ 2:13.89 高橋ハナコ GOLD'S　GYM 東京 R4.8.24 全国JO夏季

50Ｍ 30. 05 川野　裕生 宮崎商業 新　 潟 21．10．17 ＪＳＣＡ全国ブロック

100Ｍ 1：03．56 川野　裕生 宮崎商業 新　 潟 21．10．18 ＪＳＣＡ全国ブロック

200Ｍ 2：15．41 川野　裕生 宮崎商業 長　 崎 21．7．18 九州高校

200Ｍ 2:23.35 待鳥　早紀 宮崎日大 鹿児島 29.10.1 九州新人

400Ｍ 5：02．31 待鳥　早紀 宮崎日大 熊本 30．7．14 全九州総体

宮崎県選抜 宮　 崎 19．6．2

宮崎日大 鹿児島 3.7.1７

宮崎県選抜 宮　 崎 19．6．17

宮崎日大 宮　 崎 R45.7.16

宮崎日大 宮　 崎 3.6.5
800Ｍ 9：07．41 県高校総体

取附心愛 ・ 児玉沙穂 ・ 坂上きらり ・ 高橋ハナコ 

リレー

200Ｍ 1：52．74 末弘杯
押川里奈 ・ 川野裕生 ・ 黒木美樹 ・ 山本夏実

400Ｍ 4：07．60 九州高校
高橋ハナコ・坂上きらり・田中　春香・取附　心愛

川野裕生 ・ 押川里奈 ・ 篠原美加子 ・ 錦屋恵理沙

400Ｍ 4：34．71 九州高校
羽田陽子 ・ 井上優子 ・ 三木夏美 ・ 赤星薫

200Ｍ 2：05．60 宮崎県高校総体

背泳ぎ

個人メドレー

メドレーリレー

　　女　子

自由形

平泳ぎ

バタフライ
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