
高校 男子
種　　目
自由形 中村　宥斗 高1 万代　太郎 高3 村山綜佑太 高1 廣瀬　拓海 高2 矢野　竜聖 高2 清水　瑠夏 高1 山田　　翼 高3 竹岡　　柊 高1

50m 西城陽 洛北 山城 綾部 山城 山城 西城陽 山城
25.39 25.50 26.58 26.80 27.03 27.03 27.11 27.30

(同5位)
自由形 中村　宥斗 高1 中山　璃音 高2 廣瀬　拓海 高2 山田　　翼 高3 富永　脩汰 高1 清水　瑠夏 高1 増井　陽太 高1 鎌田　修次 高1
100m 西城陽 洛東 綾部 西城陽 西城陽 山城 西城陽 紫野

56.01 56.75 57.33 57.54 57.88 57.95 59.25 1:00.21

自由形 清水　瑠夏 高1 曽谷　怜生 高3 増井　陽太 高1 中村　宥斗 高1 富永　脩汰 高1 内田　昌孝 高3 大槻　阜生 高2 永江　来聖 高2
200m 山城 西城陽 西城陽 西城陽 西城陽 洛東 綾部 西舞鶴

2:03.92 2:07.47 2:08.39 2:09.36 2:12.58 2:14.82 2:15.90 2:15.90
(同7位)

背泳ぎ 幸田　樹斗 高1 喜多　優心 高2 生田　紘基 高2 飯田　璃空 高1 濱口　晴輝 高1 櫻井　遥太 高2 戸谷　優斗 高2 木下　潤哉 高2
100m 西城陽 西城陽 山城 山城 洛北 山城 塔南 山城

1:03.15 1:08.33 1:08.64 1:08.80 1:19.13 1:19.97 1:20.97 1:25.03

平泳ぎ 玉津　亮弥 高1 馬田　虎珀 高2 大橋　伊織 高1 児玉　忠也 高2 矢野　竜聖 高2 山口　楓汰 高1 藤田　　涼 高1 南川　泰誠 高2
100m 西城陽 山城 山城 洛北 山城 山城 綾部 西城陽

1:10.10 1:10.85 1:11.53 1:11.88 1:13.49 1:14.65 1:14.85 1:18.77

バタフライ 曽谷　怜生 高3 山﨑　　渚 高2 吉岡　優太 高2 瀧内　海音 高1 南川　泰誠 高2 喜多　優心 高2 桑宮　啄磨 高1 須磨　和希 高1
100m 西城陽 西舞鶴 山城 山城 西城陽 西城陽 山城 西城陽

1:01.18 1:01.77 1:02.77 1:04.23 1:06.58 1:08.88 1:10.98 1:12.68

個人メドレー 曽谷　怜生 高3 幸田　樹斗 高1 喜多　優心 高2 藤田　　涼 高1 平井　然一 高2 馬田　虎珀 高2 竹岡　　柊 高1
200m 西城陽 西城陽 西城陽 綾部 山城 山城 山城

2:20.32 2:26.80 2:27.70 2:30.55 2:31.04 2:31.82 2:33.99

フリーリレー 山城A 高 西城陽A 高 洛北 高 西城陽B 高 綾部 高 山城C 高 山城B 高 嵯峨野A 高
4×50m 村山綜佑太 高1 中村　宥斗 高1 玉置　享大 高2 南川　泰誠 高2 廣瀬　拓海 高2 飯田　璃空 高1 馬田　虎珀 高2 油谷壮一郎 高1

瀧内　海音 高1 幸田　樹斗 高1 万代　太郎 高3 曽谷　怜生 高3 藤田　　涼 高1 山口　楓汰 高1 生田　紘基 高2 赤谷　昊大 高1
竹岡　　柊 高1 増井　陽太 高1 磯部　　陽 高2 曽我部威風 高3 宮嶋　　楓 高1 吉岡　優太 高2 矢野　竜聖 高2 青山　深智 高1
清水　瑠夏 高1 富永　脩汰 高1 田村　唯輔 高2 山田　　翼 高3 大槻　阜生 高2 井上　遥仁 高2 平井　然一 高2 大邊　　輝 高1

1:43.95 Fin. 1:45.94 Fin. 1:47.09 Fin. 1:47.71 Fin. 1:49.91 Fin. 1:51.39 Fin. 1:51.51 Fin. 1:52.73 Fin.

メドレーリレー 西城陽A 高 山城B 高 山城A 高 山城C 高 西城陽B 高 洛北 高 綾部 高 洛東 高
4×50m 幸田　樹斗 高1 飯田　璃空 高1 生田　紘基 高2 清水　瑠夏 高1 喜多　優心 高2 玉置　享大 高2 廣瀬　拓海 高2 中山　璃音 高2

玉津　亮弥 高1 山口　楓汰 高1 馬田　虎珀 高2 大橋　伊織 高1 南川　泰誠 高2 児玉　忠也 高2 藤田　　涼 高1 中尾　駿太 高2
中村　宥斗 高1 竹岡　　柊 高1 吉岡　優太 高2 瀧内　海音 高1 曽谷　怜生 高3 磯部　　陽 高2 大槻　阜生 高2 柳川　颯摩 高1
富永　脩汰 高1 村山綜佑太 高1 矢野　竜聖 高2 平井　然一 高2 山田　　翼 高3 田村　唯輔 高2 宮嶋　　楓 高1 安本　秀士 高1

1:56.84 Fin. 1:58.10 Fin. 1:58.37 Fin. 1:59.05 Fin. 2:01.74 Fin. 2:03.25 Fin. 2:07.33 Fin. 2:08.57 Fin.

１　位 ２　位 ３　位 ８　位

令和４年度京都府国公立高等学校水泳競技大会
令和4年8月28日（日）

４　位 ５　位 ６　位 ７　位

会場　：　京都府立鳥羽高等学校



高校 女子
種　　目
自由形 吉村　円花 高1 小山　明咲 高1 梶原　帆里 高1 秋野　詩愛 高1 辰巳まこと 高2 チェイス里咲 高3 井上　璃子 高1 中居彩花里 高2

50m 西城陽 山城 山城 山城 西城陽 西城陽 山城 塔南
29.08 29.43 30.08 30.76 30.88 31.17 31.68 32.13

自由形 星野しづる 高2 山川　愛梨 高1 小山　明咲 高1 吉村　円花 高1 辰巳まこと 高2 チェイス里咲 高3 西尾　千晴 高1 幸村　寿優 高2
100m 西城陽 山城 山城 西城陽 西城陽 西城陽 西城陽 紫野

1:03.43 1:04.46 1:04.52 1:05.77 1:07.61 1:08.02 1:12.23 1:16.60

自由形 辻　　　和 高1
200m 京教大附属

2:46.23

背泳ぎ 井上　璃子 高1 星野しづる 高2 別所　彩葉 高3 秋野　詩愛 高1 西尾　千晴 高1 原田さくら 高2 時重　志帆 高1
100m 山城 西城陽 西城陽 山城 西城陽 京教大附属 紫野

1:13.79 1:15.40 1:16.94 1:20.44 1:23.34 1:24.84 1:36.19

平泳ぎ 山川　愛梨 高1 佐々木悠妃 高2 吉村　円花 高1 別所　彩葉 高3 西尾　千晴 高1 外田　万葉 高2 鈴木　優和 高1 大下衣智香 高1
100m 山城 洛北 西城陽 西城陽 西城陽 洛北 嵯峨野 山城

1:17.00 1:23.97 1:24.66 1:25.12 1:33.08 1:33.54 1:35.72 1:36.04

バタフライ 梶原　帆里 高1 辰巳まこと 高2 辻　　　和 高1 大下衣智香 高1
100m 山城 西城陽 京教大附属 山城

1:12.05 1:16.36 1:22.76 1:34.49

個人メドレー 星野しづる 高2 別所　彩葉 高3 原田さくら 高2 堀田　秋桜 高1 時重　志帆 高1
200m 西城陽 西城陽 京教大附属 京教大附属 紫野

2:37.25 2:41.02 3:10.49 3:19.70 3:24.67

フリーリレー 山城A 高 西城陽 高 山城B 高 京教大附属 高 嵯峨野 高
4×50m 山本　真子 高2 星野しづる 高2 井上　璃子 高1 原田さくら 高2 永井万由奈 高2

小山　明咲 高1 別所　彩葉 高3 大瀧　郷夏 高2 堀田　秋桜 高1 岡　　純礼 高1
秋野　詩愛 高1 チェイス里咲 高3 大下衣智香 高1 田所　璃子 高1 森　　乙夏 高2
山川　愛梨 高1 辰巳まこと 高2 梶原　帆里 高1 辻　　　和 高1 鈴木　優和 高1

1:58.99 Fin. 1:59.77 Fin. 2:11.44 Fin. 2:18.24 Fin. 2:36.75 Fin.

メドレーリレー 山城 高 西城陽 高 京教大附属 高
4×50m 井上　璃子 高1 星野しづる 高2 原田さくら 高2

山川　愛梨 高1 別所　彩葉 高3 田所　璃子 高1
梶原　帆里 高1 辰巳まこと 高2 辻　　　和 高1
小山　明咲 高1 チェイス里咲 高3 堀田　秋桜 高1

2:10.86 Fin. 2:12.35 Fin. 2:31.20 Fin.

２　位 ３　位 ８　位

令和４年度京都府国公立高等学校水泳競技大会
令和4年8月28日（日）

４　位 ５　位 ６　位 ７　位

会場　：　京都府立鳥羽高等学校

１　位


