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2022/07/23～2022/07/24

会場  島根県立水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
吉田　煌脩  中3 寺門　柊馬  中2 伊藤　颯志  中2 恩田　颯太  中3

玉湯学園 浜田一中 出雲一中 出雲一中

17:40.86  Fin. 19:50.66  Fin. 21:39.14  Fin. 21:39.50  Fin.

9:19.31  800 10:19.85  800 11:31.19  800 11:31.48  800

宇野　恵吾  中2 岡　　亮輔  中3 横山　心虹  中3 篠原　蒼心  中2 小森　達斗  中3 中島　政美  中1 村田　東一  中1 伊藤　奏人  中3

西郷中 出雲三中 出雲二中 三隅中 湖南中 大東中 島大附属 出雲三中

26.85 27.04 28.09 28.20 28.81 29.00 29.44 30.31

野田　蒼心  中1 佐々木結太  中2 横山　心虹  中3 中島　政美  中1 馬庭　昊輝  中3 境　恵太郎  中3 今若朔太郎  中2 内田　旺汰  中2

美保関中 湖南中 出雲二中 大東中 出雲三中 江津中 河南中 加茂中

59.62 1:01.89 1:02.11 1:02.35 1:05.70 1:06.37 1:07.70 1:09.19

野田　蒼心  中1 岩谷　樹希  中1 佐々木結太  中2 椎木　啓之  中3 恩田　颯太  中3 馬庭　昊輝  中3 黒田翔太郎  中3 本坊　拓之  中3

美保関中 浜田一中 湖南中 浜田三中 出雲一中 出雲三中 出雲三中 益田東中

2:08.64 2:14.58 2:14.78 2:20.18 2:28.12 2:35.83 2:37.18 2:37.45

梶村　涼太  中3 岩谷　樹希  中1 寺門　柊馬  中2 椎木　啓之  中3 泉　　文人  中3 奥井　大虎  中3 前田　泰範  中2 神門　颯翔  中3

安来二中 浜田一中 浜田一中 浜田三中 出雲一中 出雲三中 出雲一中 出雲一中

4:31.97 4:44.60 4:52.73 5:00.50 5:47.56 5:48.33 5:50.43 5:57.46

橋本　　東  中3 宇野　恵吾  中2 松近　　歩  中1 陰山　喜成  中2 佐々木隆一朗  中2 高梨　慶太  中3 細貝　昭太  中2 園山　泰史  中2

向陽中 西郷中 八雲中 出雲二中 浜田一中 出雲三中 河南中 出雲三中

1:01.80 1:07.04 1:07.97 1:08.19 1:11.00 1:18.89 1:21.10 1:25.07

橋本　　東  中3 松近　　歩  中1 陰山　喜成  中2 佐々木隆一朗  中2 野津　瑛斗  中3 細貝　昭太  中2 園山　泰史  中2 小黒航太郎  中2

向陽中 八雲中 出雲二中 浜田一中 出雲三中 河南中 出雲三中 出雲一中

2:17.62 2:23.70 2:26.64 2:27.96 2:52.35 2:53.65 3:07.12 3:30.01

秦　　康介  中3 才峠　恒陽  中3 三浦　透和  中3 光森　爽玖  中2 福山　時央  中2 高田　晴天  中3 高橋　壮太  中3 平川　　遼  中3

大社中 大田一中 松江二中 玉湯学園 西郷中 松江四中 湖南中 三隅中

1:13.46 1:13.73 1:13.78 1:14.82 1:16.63 1:17.38 1:18.23 1:18.24

平川　　遼  中3 福山　時央  中2 秦　　康介  中3 才峠　恒陽  中3 高田　晴天  中3 三浦　透和  中3 高橋　壮太  中3 光森　爽玖  中2

三隅中 西郷中 大社中 大田一中 松江四中 松江二中 湖南中 玉湯学園

2:38.47 2:40.35 2:41.26 2:41.74 2:45.16 2:46.33 2:49.82 2:49.97
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2022/07/23～2022/07/24

会場  島根県立水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
杉浦　　亘  中1 杉本　　舷  中2 中野　陽彩  中1 篠原　蒼心  中2 大舘　悠斗  中3 北垣承太朗  中1 杉本　晴洋  中3 伊藤　奏人  中3

宍道中 浜田一中 西郷中 三隅中 浜田三中 玉湯学園 湖南中 出雲三中

1:02.11 1:02.40 1:06.02 1:06.17 1:06.68 1:07.91 1:10.50 1:10.82

杉浦　　亘  中1 杉本　　舷  中2 中野　陽彩  中1 北垣承太朗  中1 大舘　悠斗  中3 東原　　瑞  中2 伊藤　颯志  中2

宍道中 浜田一中 西郷中 玉湯学園 浜田三中 出雲三中 出雲一中

2:14.74 2:16.62 2:23.02 2:23.96 2:46.00 3:00.41 3:05.93

吉田　煌脩  中3 杉本　晴洋  中3 野津　瑛斗  中3 佐藤　海杜  中3 山崎　奏空  中3 浜村咲太郎  中3 嘉藤　　翼  中1

玉湯学園 湖南中 出雲三中 松江一中 出雲三中 出雲一中 斐川西中

2:21.97 2:35.19 2:38.32 2:40.21 2:51.45 2:52.91 3:04.50

佐藤　海杜  中3 和田　遊宗  中1

松江一中 出雲一中

5:38.06 6:19.85

浜田一中  中 出雲三中  中 湖南中  中 出雲一中  中

岩谷　樹希  中1 岡　　亮輔  中3 佐々木結太  中2 恩田　颯太  中3

杉本　　舷  中2 高梨　慶太  中3 高橋　壮太  中3 泉　　文人  中3

寺門　柊馬  中2 淵脇　智貴  中3 成相　勇利  中2 和田　遊宗  中1

佐々木隆一朗  中2 野津　瑛斗  中3 杉本　晴洋  中3 伊藤　颯志  中2

4:13.51  Fin. 4:20.94  Fin. 4:22.64  Fin. 4:36.85  Fin.

1:02.37  1st. 59.93  1st. 1:01.81  1st. 1:07.41  1st.

浜田一中  中 湖南中  中 出雲三中  中 出雲一中  中 河南中  中

佐々木隆一朗  中2 成相　勇利  中2 高梨　慶太  中3 恩田　颯太  中3 細貝　昭太  中2

藤田　羚聖  中2 高橋　壮太  中3 淵脇　智貴  中3 浜村咲太郎  中3 矢野　来樹  中2

杉本　　舷  中2 杉本　晴洋  中3 岡　　亮輔  中3 伊藤　颯志  中2 今若朔太郎  中2

岩谷　樹希  中1 佐々木結太  中2 野津　瑛斗  中3 和田　遊宗  中1 園山　暉也  中1

4:44.24  Fin. 4:45.64  Fin. 4:48.98  Fin. 5:10.50  Fin. 5:28.87  Fin.

1:09.82  1st. 1:18.60  1st. 1:18.03  1st. 1:16.58  1st. 1:21.15  1st.
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2022/07/23～2022/07/24

会場  島根県立水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
小池　優羽  中2 小村ほのか  中3 三井　颯花  中1 石川　陽菜  中2 岸　芽依沙  中1

浜田三中 河南中 松江一中 大田二中 出雲一中

10:07.56 10:19.51 10:31.59 11:22.78 14:25.31

嘉本　ちい  中2 濱本　美成  中2 坂手　　葵  中2 笘居　小晴  中1 杉原　小春  中1 岡　佑来乃  中3 上田　七海  中2 若槻　湖花  中2

出雲三中 浜田三中 青陵中 玉湯学園 加茂中 出雲三中 鹿島中 仁多中

28.99 30.18 30.65 30.72 31.06 31.08 31.22 32.79

嘉本　ちい  中2 濱本　美成  中2 基常　天来  中1 一ノ谷愛珠  中2 高野　　和  中1 杉原　小春  中1 岡　佑来乃  中3 田部　志織  中2

出雲三中 浜田三中 加茂中 浜田三中 松江二中 加茂中 出雲三中 木次中

1:03.63 1:06.80 1:07.67 1:08.53 1:08.76 1:09.61 1:12.21 1:15.35

角田　瑞奈  中3 一ノ谷愛珠  中2 藤田　凪美  中2 橋本あきは  中2 古田川結生  中2

松江一中 浜田三中 西郷南中 浜田三中 出雲二中

2:21.35 2:28.90 2:34.66 2:35.43 3:01.37

小池　優羽  中2 角田　瑞奈  中3 小村ほのか  中3 三井　颯花  中1 石川　陽菜  中2 橋本あきは  中2

浜田三中 松江一中 河南中 松江一中 大田二中 浜田三中

4:51.73 4:52.08 5:06.68 5:09.45 5:28.06 5:34.01

今若　　栞  中3 山田　悠愛  中3 田中　夏歩  中1 太田　一花  中3 平木　結菜  中2 高橋　　凛  中2 森山あおい  中2 平井月里加  中2

出雲二中 大東中 松江二中 松江一中 三隅中 出雲三中 木次中 大社中

1:09.40 1:15.62 1:16.58 1:21.39 1:21.52 1:22.87 1:24.86 1:30.16

今若　　栞  中3 山田　悠愛  中3 田中　夏歩  中1 太田　一花  中3 森山あおい  中2 平木　結菜  中2 福代　歩香  中2 平井月里加  中2

出雲二中 大東中 松江二中 松江一中 木次中 三隅中 出雲二中 大社中

2:27.17 2:45.15 2:47.67 2:57.04 2:57.90 2:58.44 3:07.16 3:13.07

岡田　有生  中3 坂手　　葵  中2 佐藤　未来  中3 福田　凛音  中1 藤田　凪美  中2 伊藤　由季  中3 高橋　涼奈  中3 細田　嘉子  中2

出雲一中 青陵中 出雲三中 湖陵中 西郷南中 河南中 出雲三中 湖南中

1:21.39 1:23.38 1:24.98 1:27.95 1:34.06 1:34.13 1:35.99 1:41.30

岡田　有生  中3 佐藤　未来  中3 高橋　　凛  中2 高橋ゆかり  中3 伊藤　由季  中3 高橋　涼奈  中3

出雲一中 出雲三中 出雲三中 出雲北陵中 河南中 出雲三中

2:57.19 3:04.27 3:07.00 3:18.95 3:23.52 3:28.66

伊藤　帆乃  中3 門脇　　蛍  中2 嘉村　朱夏  中3 小村　　凛  中1 笘居　小晴  中1 池田　小夏  中2 杉本　咲穂  中1 武田　美柚  中3

宍道中 安来一中 出雲一中 河南中 玉湯学園 松江二中 湖南中 松江三中

1:05.97 1:10.48 1:10.95 1:13.92 1:17.65 1:19.12 1:19.58 2:05.78
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2022/07/23～2022/07/24

会場  島根県立水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
伊藤　帆乃  中3 門脇　　蛍  中2 嘉村　朱夏  中3 小村　　凛  中1 池田　小夏  中2 中垣　結菜  中3 山内　李倖  中1

宍道中 安来一中 出雲一中 河南中 松江二中 出雲一中 出雲一中

2:20.98 2:34.83 2:42.05 2:47.10 2:53.77 3:22.13 3:49.16

勝部　萌華  中3 河津　綾乃  中2 渡邊　実紀  中2 高野　　和  中1 上田　七海  中2 杉本　咲穂  中1 山﨑　萠果  中2 福田　凛音  中1

松江一中 安来一中 西郷中 松江二中 鹿島中 湖南中 出雲三中 湖陵中

2:38.44 2:43.31 2:46.78 2:51.47 2:52.96 2:58.93 3:03.03 3:04.24

勝部　萌華  中3 河津　綾乃  中2 渡邊　実紀  中2 中垣　結菜  中3 山﨑　萠果  中2 山内　李倖  中1 岸　芽依沙  中1

松江一中 安来一中 西郷中 出雲一中 出雲三中 出雲一中 出雲一中

5:33.55 5:46.89 5:58.20 6:29.79 6:38.69 6:59.98 8:05.85

松江一中  中 浜田三中  中 出雲一中  中 出雲三中  中 河南中  中

角田　瑞奈  中3 小池　優羽  中2 嘉村　朱夏  中3 嘉本　ちい  中2 藤江　美結  中3

太田　一花  中3 一ノ谷愛珠  中2 山内　李倖  中1 高橋　　凛  中2 小村ほのか  中3

三井　颯花  中1 濱本　美成  中2 中垣　結菜  中3 鎌田ひかり  中3 田原　茉果  中3

勝部　萌華  中3 橋本あきは  中2 岡田　有生  中3 岡　佑来乃  中3 小村　　凛  中1

4:34.15  Fin. 4:35.92  Fin. 4:47.63  Fin. 4:56.12  Fin. 5:02.75  Fin.

1:04.99  1st. 1:07.21  1st. 1:08.71  1st. 1:04.89  1st. 1:26.74  1st.

出雲三中  中 松江一中  中 出雲一中  中 浜田三中  中 出雲二中  中

高橋　　凛  中2 太田　一花  中3 中垣　結菜  中3 小池　優羽  中2 福代　歩香  中2

佐藤　未来  中3 角田　瑞奈  中3 岡田　有生  中3 一ノ谷愛珠  中2 佐藤　百夏  中3

嘉本　ちい  中2 勝部　萌華  中3 嘉村　朱夏  中3 濱本　美成  中2 今若　　栞  中3

岡　佑来乃  中3 三井　颯花  中1 山内　李倖  中1 橋本あきは  中2 古田川結生  中2

5:06.74  Fin. 5:08.70  Fin. 5:21.13  Fin. 5:27.79  Fin. 5:46.53  Fin.

1:21.74  1st. 1:20.93  1st. 1:30.13  1st. 1:23.24  1st. 1:27.41  1st.
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2022/07/23～2022/07/24

会場  島根県立水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
浜田一中 出雲三中 出雲一中 湖南中 西郷中 玉湯学園 出雲二中 三隅中

66.0 57.0 45.0 43.0 38.0 30.0 23.0 19.0

松江一中 出雲三中 浜田三中 出雲一中 河南中 松江二中 安来一中 出雲二中

67.0 67.0 62.0 59.0 34.0 28.0 28.0 26.0

（同6位）

出雲三中 出雲一中 松江一中 浜田三中 浜田一中 西郷中 湖南中 出雲二中

124.0 104.0 80.0 80.0 66.0 50.0 49.0 49.0

（同3位） （同7位）

2022/07/24 14:51:25 SEIKO Swimming Results System
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