
平成25年度　みやざき県民総合スポーツ祭　水泳競技　3位入賞者一覧

５０ｍ 中山　真一 延岡市 土持　亮二 延岡市 河野　匠 西都市 立元　桂 都城市 長谷川　優子児湯郡 梅元　潤美 都城市
自由形
１００ｍ 河野　匠 西都市 西　将司 児湯郡
自由形
５０ｍ 土持　亮二 延岡市 加藤　直之 宮崎市 立元　桂 都城市
背泳ぎ
１００ｍ
背泳ぎ
５０ｍ 植野　尭 宮崎市 長友　達寛 宮崎市
平泳ぎ
１００ｍ 植野　尭 宮崎市
平泳ぎ
５０ｍ 甲斐　猛渡 延岡市 黒木　智文 宮崎市 西　将司 児湯郡 長谷川　優子児湯郡

バタフライ
１００ｍ 甲斐　猛渡 延岡市 黒木　智文 宮崎市
バタフライ

５０ｍ 濱砂　裕則 日向市 節政　健一 延岡市 平　大将 宮崎市
自由形
１００ｍ 濱砂　裕則 日向市 節政　健一 延岡市 木野　奨太 日向市
自由形
５０ｍ 森　かなえ 都城市
背泳ぎ
１００ｍ 佐々木　一駿宮崎市
背泳ぎ
５０ｍ
平泳ぎ
１００ｍ
平泳ぎ
５０ｍ

バタフライ
１００ｍ
バタフライ

土持　亮二 甲斐　孝一 西　将司
２００ｍ 中山　真一 小池　和博 竹山　喜知
リレー 甲斐　猛渡 木野　奨太 梅津　牧人

節政　健一 濱砂　裕則 小出水　久継

佐々木　一駿 土持　亮二 小池　和博
２００ｍ 植野　尭 節政　健一 木野　奨太

メドレーリレー 黒木　智文 甲斐　猛渡 濱砂　裕則
田中　郁百 中山　真一 甲斐　孝一

宮崎市 延岡市 日向市

2分04秒37 2分05秒60 2分17秒98

延岡市 日向市 児湯郡

1分49秒12 1分56秒19 2分05秒97

1分17秒78

39秒65

56秒83(大会新） 59秒09 1分13秒11

26秒02 27秒63 28秒68

29歳以下
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位

１分05秒09 1分05秒87

28秒59 28秒71 29秒80 34秒71

1分16秒38

34秒12 42秒30

36秒93 39秒33 36秒35

58秒20 1分03秒84

26秒16 27秒05 27秒11 30秒89 31秒94 32秒11

24歳以下
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位



５０ｍ 川口　鉄平 児湯郡 田爪　正和 西都市 竹山　喜知 児湯郡
自由形
５０ｍ
背泳ぎ
５０ｍ 新地　紀仁 西都市 盛田　修二 都城市 倉田　麻里 日南市
平泳ぎ
５０ｍ 川口　鉄平 児湯郡

バタフライ
松浦　勲 鈴木　勝巳 内木場　誠

２００ｍ 荒川　智之 入倉　和朗 内木場　朋和
リレー 新地　紀仁 岡田　拓朗 太﨑　伸三

寺原　正美 川口　鉄平 椎　靖貴

荒川　智之 内木場　朋和 竹内　孝之
２００ｍ 新地　紀仁 城村　友和 谷口　雅則

メドレーリレー 松浦　勲 内木場　誠 蓑方　誠
寺原　正美 太﨑　伸三 金丸　大全

５０ｍ 甲斐　文雄 延岡市 平川　真悟 延岡市 内木場　誠 都城市
自由形
５０ｍ 小池　和博 日向市 松浦　勲 西都市 杉尾　誠 西都市
背泳ぎ
５０ｍ 城村　友和 都城市 内木場　朋和都城市
平泳ぎ
５０ｍ 内木場　誠 都城市 平川　真悟 延岡市 甲斐　文雄 延岡市

バタフライ

５０ｍ 新名　真也 宮崎市 宮本　裕介 宮崎市 吉野　徹 児湯郡 高橋　智子 都城市 山下　里香 宮崎市 狩長　けいこ都城市
自由形
５０ｍ 宮本　裕介 宮崎市 杉田　憲幸 宮崎市 吉野　啓蔵 西都市
背泳ぎ
５０ｍ 谷口　雅則 日南市 前　晃一郎 宮崎市 平田　新一 都城市 東　安美 小林市 西田　雅予 都城市 戸高　満江 宮崎市
平泳ぎ
５０ｍ 新名　真也 宮崎市 吉野　徹 児湯郡 真方　剛志 都城市

バタフライ
佐野　週二 北波　修 真方　剛志

２００ｍ 大西　浩幸 山口　和省 平田　新一
リレー 吉野　徹 吉野　啓蔵 宮川　逸夫

児玉　実 児玉　和則 山田　春夫

吉野　徹
２００ｍ 佐野　週二

メドレーリレー 大西　浩幸
児玉　実

児湯郡

2分38秒14

児湯郡 西都市 都城市

2分06秒71 2分18秒15 2分22秒18

29秒13 31秒89 34秒10

35秒52 41秒59 44秒57 41秒37（大会新） 49秒07 58秒95

35秒27 43秒94 49秒27

27秒96 28秒11 28秒69 36秒24 36秒64 41秒52

40歳以上
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位

29秒16 29秒35 29秒84

33秒76 39秒74

36秒16 36秒71 40秒15

26秒69 27秒41 28秒05

35歳以上
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位

西都市Ａ 都城市 日南市

2分10秒07 2分11秒72 2分14秒47

西都市Ａ 児湯郡 都城市

1分56秒07 1分58秒60 2分03秒58

29秒50

36秒54 40秒69 47秒05

28秒25 31秒52 34秒14

30歳以上
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位



５０ｍ 奥　隆充 宮崎市 大西　浩幸 児湯郡 下司　修 小林市 重松　ゆかり宮崎市
自由形
５０ｍ 竹内　孝之 日南市 山口　和省 西都市
背泳ぎ
５０ｍ 山本　展誉 延岡市
平泳ぎ
５０ｍ 児玉　和則 西都市 竹内　孝之 日南市 牧野　達夫 宮崎市 重松　ゆかり宮崎市

バタフライ

５０ｍ 白井　浩司 日向市 家村　和典 宮崎市 宮川　逸夫 都城市 久保田　栄子北諸県郡 川田　直美 宮崎市 満石　和代 児湯郡
自由形
５０ｍ 川田　直美 宮崎市 内屋敷久美子宮崎市
背泳ぎ
５０ｍ 久保田　栄子北諸県郡 久保　澄子 宮崎市
平泳ぎ
５０ｍ 白井　浩司 日向市 宮川　逸夫 都城市 満石　和代 児湯郡

バタフライ
乗峯　健一郎 満石　和代

２００ｍ 権藤　鉄則 永友　一葉
リレー 河野　幸広 江藤　より子

新甫　晏一 河野　啓子

佐藤　幸江 江藤　より子
２００ｍ 西山　由紀子 永友　一葉

メドレーリレー 松井　妙子 満石　和代
赤星　さみ子 河野　啓子

５０ｍ 児玉　実 児湯郡 前野　昇陽 えびの市 乗峯　健一郎都城市 松井　妙子 延岡市 池田　スミ子 宮崎市 河野　啓子 児湯郡
自由形
５０ｍ 小倉　貞夫 小林市 西山　由紀子延岡市 池田　スミ子 宮崎市
背泳ぎ
５０ｍ 河野　幸広 都城市 山口　英雄 延岡市 永友　一葉 児湯郡 河野　啓子 児湯郡
平泳ぎ
５０ｍ 児玉　実 児湯郡 中戸　健二 延岡市 永友　一葉 児湯郡

バタフライ 34秒12 43秒56 54秒90

43秒71 44秒91 51秒85 57秒67

45秒95 42秒34 51秒60

30秒23 33秒08 33秒39 39秒33 39秒69 49秒35

55歳以上
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位

延岡市 児湯郡

3分07秒74 3分31秒24

都城市 児湯郡

2分23秒95 3分10秒00

31秒08 38秒76 54秒18

44秒98 51秒93

58秒65 1分06秒47

28秒83 31秒85 34秒36 33秒12 41秒58 42秒04

50歳以上
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位

34秒90 35秒72 35秒78 32秒57（大会新）

44秒07

36秒11 40秒47

29秒43 29秒94 31秒51 30秒51(大会新）

45歳以上
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位



５０ｍ 古賀　義幸 延岡市 権藤　鉄則 都城市 新田　壽則 東臼杵郡 赤星　さみ子延岡市 佐藤　幸江 延岡市 安田　ひろ子東臼杵郡
自由形
５０ｍ 権藤　鉄則 都城市 江藤　より子 児湯郡 安田　ひろ子東臼杵郡 平島　町子 宮崎市
背泳ぎ
５０ｍ 工藤　光男 延岡市 小畑　正照 西都市
平泳ぎ
５０ｍ 工藤　光男 延岡市 赤星　さみ子延岡市 江藤　より子 児湯郡

バタフライ
丸井　義夫 田原　サヨコ

２００ｍ 工藤　光男 内倉　久美子
リレー 富岡　芳彦 黒木　久美子

古賀　義幸 赤星　さみ子

丸井　義夫
２００ｍ 工藤　光男

メドレーリレー 富岡　芳彦
古賀　義幸

５０ｍ 丸井　義夫 延岡市 桑原　和弘 宮崎市 那須　仁 宮崎市 野中　福子 延岡市 永野　和子 宮崎市 久保田　邦子宮崎市
自由形
５０ｍ 丸井　義夫 延岡市 笹葉　勇正 児湯郡 永野　和子 宮崎市 久保田　邦子宮崎市 川添　カチ子都城市
背泳ぎ
５０ｍ 乙木　光幸 宮崎市 白川　満人 児湯郡
平泳ぎ
５０ｍ 富岡　芳彦 延岡市 山田　春夫 都城市 米田　松子 日向市

バタフライ

５０ｍ 坂元　義次 日南市 小川　利廣 小林市 竹永　知 児湯郡 田原　サヨコ 延岡市 黒木　都美子宮崎市 黒木　千恵子日向市
自由形
５０ｍ 松浦　岩見 西都市 新甫　晏一 都城市 寺井　基博 児湯郡 田原　サヨコ 延岡市 黒木　久美子延岡市
背泳ぎ
５０ｍ 川崎　逸雄 日南市 尾首　昌秀 宮崎市 新甫　晏一 都城市 田中　克子 宮崎市
平泳ぎ
５０ｍ 坂元　義次 日南市 尾首　昌秀 宮崎市 岡本　ヨシ子 児湯郡 田中　克子 宮崎市 黒木　都美子宮崎市

バタフライ
小川　利廣 黒木　都美子

２００ｍ 宮崎　俊一 田中　克子
リレー 福留　義秀 久野　チミ子

東　恭二 長谷川カズ子

黒木　都美子
２００ｍ 田中　克子

メドレーリレー 久野　チミ子
長谷川カズ子

宮崎市

4分46秒58

小林市 宮崎市

3分04秒45 4分07秒43

40秒78 46秒32 59秒38 1分03秒49 1分06秒98

48秒04 49秒10 50秒16 1分03秒22

54秒70 55秒20 1分11秒98 1分01秒97 1分02秒58

36秒07 36秒43 37秒30 48秒04 49秒10 50秒92

70歳以上
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位

40秒65 1分00秒25 1分09秒50

46秒87 56秒23

43秒41 1分16秒06 45秒39(大会新） 54秒48 1分09秒16

33秒23 33秒90 34秒51 37秒78(大会新） 39秒96 46秒70

65歳以上
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位

延岡市

2分38秒40

延岡市 延岡市

2分16秒35 3分10秒23（大会新）

37秒40 41秒72 1分02秒51

38秒61 43秒94

44秒50 55秒11 1分00秒28 1分08秒83

32秒13 35秒08 36秒76 35秒44(大会新） 40秒56 46秒35

60歳以上
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位



５０ｍ 坂本　修 宮崎市 白井　克郎 日向市 浦川　照行 宮崎市 石川　和子 西都市 田島　仲子 延岡市
自由形
５０ｍ 久野　チミ子 宮崎市
背泳ぎ
５０ｍ 伊東　尊見 宮崎市 浦川　照行 宮崎市 吉田　國光 東臼杵郡 石川　和子 西都市
平泳ぎ
５０ｍ

バタフライ

５０ｍ 村岡　政道 児湯郡 安東　倞子 延岡市
自由形
５０ｍ
背泳ぎ
５０ｍ 武田　洋一 宮崎市
平泳ぎ
５０ｍ 村岡　政道 児湯郡

バタフライ 49秒27

59秒13（大会新）

47秒47 1分18秒02

80歳以上
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位

46秒22(大会新） 49秒70(大会新） 1分06秒84 1分11秒58(大会新）

１分25秒01

33秒65(大会新） 37秒07 37秒88 49秒24 50秒19

75歳以上
男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位


