
第42回宮崎県高等学校一年生大会水泳競技大会             女子成績一覧表 

2018/08/05 ～ 2018/08/05

会場  KIRISHIMAﾔﾏｻ゙ｸﾗ宮崎県総合運動公園  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 夏田　采果 高1 佐藤　　悠 高1 壱岐ほのか 高1 大田　桃香 高1 山元　歩夏 高1 本田　涼葉 高1 二見　水綺 高1 東　　柊華 高1

50m 宮崎南 宮崎北 鵬翔 宮崎農業 都城西 高鍋 都城西 都城西

タイム決勝 29.05 29.96 32.22 34.73 36.34 36.42 37.66 38.24

自由形 壱岐ほのか 高1 大田　桃香 高1 岡次　秋恵 高1

100m 鵬翔 宮崎農業 高鍋

タイム決勝 1:12.26 1:17.70 1:37.19

自由形 児玉　未空 高1 髙岡　　凜 高1 那須　綾乃 高1 阿萬　乙媛 高1 横山　千愛 高1

200m 延岡 延岡星雲 宮崎商業 宮崎大宮 宮崎西

タイム決勝 2:19.32 2:23.52 2:25.27 2:38.40 2:58.28

自由形 児玉　未空 高1 那須　綾乃 高1 稲益　彩七 高1

400m 延岡 宮崎商業 宮崎商業

タイム決勝 4:55.54 5:01.72 6:28.33

背泳ぎ 徳永　真桜 高1 山元　歩夏 高1

50m 鵬翔 都城西

タイム決勝 41.34 45.06

背泳ぎ 夏田　安梨 高1 髙岡　　凜 高1 矢野菜々香 高1 松﨑　円那 高1 本田　涼葉 高1

100m 宮崎南 延岡星雲 宮崎商業 宮崎学園 高鍋

タイム決勝 1:16.51 1:19.07 1:20.20 1:21.21 1:33.93

背泳ぎ 夏田　安梨 高1 東間　汐里 高1 林　　海咲 高1 矢野菜々香 高1 松﨑　円那 高1 永野　花奈 高1

200m 宮崎南 宮崎日大 宮崎日大 宮崎商業 宮崎学園 宮崎西

タイム決勝 2:44.01 2:44.60 2:51.12 2:51.97 3:00.65 3:07.51

平泳ぎ 田宮　綺乃 高1 中原　　響 高1 中尾　綺那 高1 大川由依乃 高1 山下ゆりあ 高1 鮫島　詩歩 高1

50m 鵬翔 宮崎学園 佐土原 宮崎商業 宮崎西 都城西

タイム決勝 37.32 38.48 40.37 41.14 44.89 47.75

平泳ぎ 田宮　綺乃 高1 佐藤　彩香 高1 中原　　響 高1 大川由依乃 高1 鮫島　詩歩 高1

100m 鵬翔 鵬翔 宮崎学園 宮崎商業 都城西

タイム決勝 1:22.47 1:28.17 1:28.70 1:29.25 1:42.11

平泳ぎ 佐藤　彩香 高1 川越　未来 高1 山下ゆりあ 高1

200m 鵬翔 佐土原 宮崎西

タイム決勝 3:05.77 3:19.28 3:35.02

2018/08/05 14:17:48 SEIKO Swimming Results System  1 / 2ページ



第42回宮崎県高等学校一年生大会水泳競技大会             女子成績一覧表 

2018/08/05 ～ 2018/08/05

会場  KIRISHIMAﾔﾏｻ゙ｸﾗ宮崎県総合運動公園  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 林　　海咲 高1 野村　侑伽 高1 川越　未来 高1 永野　花奈 高1 横山　千愛 高1 矢﨑　　冴 高1

50m 宮崎日大 日章学園 佐土原 宮崎西 宮崎西 宮崎農業

タイム決勝 33.88 34.59 35.09 35.34 39.42 42.63

バタフライ 夏田　采果 高1 緒方　和花 高1 佐藤　　悠 高1 阿萬　乙媛 高1 森　　菜摘 高1

100m 宮崎南 延岡 宮崎北 宮崎大宮 宮崎南

タイム決勝 1:10.64 1:12.31 1:14.42 1:24.17 1:28.89

バタフライ 緒方　和花 高1 野村　侑伽 高1

200m 延岡 日章学園

タイム決勝 2:46.05 3:02.11

個人メドレー 東間　汐里 高1 中尾　綺那 高1 森　　菜摘 高1 矢﨑　　冴 高1

200m 宮崎日大 佐土原 宮崎南 宮崎農業

タイム決勝 2:44.30 2:51.56 3:11.22 3:23.00

リレー 鵬翔 高 宮崎商業 高

200m 徳永　真桜 高1 那須　綾乃 高1

タイム決勝 壱岐ほのか 高1 矢野菜々香 高1

佐藤　彩香 高1 大川由依乃 高1

田宮　綺乃 高1 稲益　彩七 高1

2:09.48 Fin. 2:12.18 Fin.

1st. 1st.

メドレーリレー 鵬翔 高 宮崎商業 高 都城西 高

200m 徳永　真桜 高1 矢野菜々香 高1 山元　歩夏 高1

タイム決勝 佐藤　彩香 高1 大川由依乃 高1 鮫島　詩歩 高1

田宮　綺乃 高1 那須　綾乃 高1 東　　柊華 高1

壱岐ほのか 高1 稲益　彩七 高1 二見　水綺 高1

2:25.71 Fin. 2:29.41 Fin. 2:50.30 Fin.

1st. 1st. 1st.
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