
平成３０年度 熊本県高等学校総合体育大会水泳競技大会 ６月　１日(金)～　２日(土) 男子
会場：熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと）

種目/距離
自由形 生田　悠斗  高1 塚原　　鉄  高3 荒木　元太  高3 石上　怜雅  高2 田上　大翔  高3 寺嶋　大和  高2 緒方　幹久  高3 大濱　貫太  高3

50m 秀岳館          八代            九州学院        熊本西          ルーテル学院    ルーテル学院    熊本            済々黌          

24.01 大会新 24.65 25.14 25.15 25.17 25.30 25.32 25.33
自由形 塚原　　鉄  高3 生田　悠斗  高1 田尻　直輝  高3 荒木　元太  高3 緒方　幹久  高3 宮田　　潤  高1 田上　大翔  高3 山下　慶悟  高2
100m 八代            秀岳館          ルーテル学院    九州学院        熊本            熊本            ルーテル学院    九州学院        

52.56 52.84 53.05 53.83 54.44 54.52 54.56 55.29
自由形 田尻　直輝  高3 須藤　　颯  高1 宮田　　潤  高1 谷口　竜輝  高3 吉岡　将哉  高3 荒木　眞人  高1 山下　慶悟  高2 田中　大成  高3
200m ルーテル学院    九州学院        熊本            玉名            熊本高専八代    鎮西            九州学院        八代工業        

1:56.22 1:57.45 1:57.80 1:58.70 2:01.58 2:03.08 2:03.14 2:03.73
自由形 須藤　　颯  高1 谷口　竜輝  高3 水上　瑠日  高1 工藤　奏汰  高1 河津　賢宗  高1 田中　大成  高3 杉浦　空快  高2 原田　大輝  高2
400m 九州学院        玉名            ルーテル学院    九州学院        九州学院        八代工業        八代工業        八代工業        

4:08.69 4:12.46 4:13.20 4:13.42 4:16.59 4:21.58 4:22.81 4:25.46
自由形 水上　瑠日  高1 工藤　奏汰  高1 松永　大和  高1 原田　大輝  高2 河津　賢宗  高1 杉浦　空快  高2
1500m ルーテル学院    九州学院        九州学院        八代工業        九州学院        八代工業        

16:42.80  Fin. 16:48.55  Fin. 16:52.74  Fin. 17:15.33  Fin. 17:28.25  Fin. 17:34.19  Fin.
背泳ぎ 村上賢之慎  高1 村上　駿介  高3 吉岡　将哉  高3 古川　孝喜  高3 小瀧　颯真  高1 濱口　勇希  高2 北岡　茉紘  高1 吉岡　舜将  高1
100m 熊本西          ルーテル学院    熊本高専八代    鎮西            秀岳館          済々黌          九州学院        鎮西            

59.14 59.75 1:02.90 1:05.08 1:05.21 1:05.50 1:06.01 1:06.43
背泳ぎ 村上　駿介  高3 村上賢之慎  高1 松本　健斗  高2 小瀧　颯真  高1 北岡　茉紘  高1 友尻　翔多  高3 吉岡　舜将  高1 濱口　勇希  高2
200m ルーテル学院    熊本西          熊本西          秀岳館          九州学院        人吉            鎮西            済々黌          

2:06.53 2:07.66 2:15.58 2:22.74 2:24.02 2:24.03 2:24.71 2:25.26
平泳ぎ 松永　将人  高2 酒井　大和  高2 長森　　陸  高1 宮脇　大暉  高3 石上　怜雅  高2 隈部　飛鴻  高1 床波　志音  高3 久保田涼介  高3
100m ルーテル学院    天草            九州学院        九州学院        熊本西          八代            済々黌          八代            

1:05.55 1:06.03 1:06.20 1:07.06 1:07.44 1:07.68 1:07.73 1:08.44
平泳ぎ 長森　　陸  高1 宮脇　大暉  高3 酒井　大和  高2 隈部　飛鴻  高1 松永　将人  高2 玉田健太朗  高1 床波　志音  高3 西濱　正悟  高3
200m 九州学院        九州学院        天草            八代            ルーテル学院    熊本西          済々黌          熊本北          

2:22.05 2:22.34 2:24.15 2:28.34 2:28.74 2:29.15 2:30.27 2:32.06
バタフライ 寺嶋　大和  高2 原田　拓武  高3 田代健太郎  高2 米田　　瑠  高1 坂田伊功真  高3 山岡　夢斗  高3 坂口功史郎  高2 冨田　雄揮  高3

100m ルーテル学院    九州学院        九州学院        九州学院        八代工業        秀岳館          宇土            済々黌          

58.14 58.27 58.54 59.34 59.65 1:00.26 1:00.47 1:01.15
バタフライ 原田　拓武  高3 田代健太郎  高2 米田　　瑠  高1 坂田伊功真  高3 冨田　雄揮  高3 長﨑　拓都  高3 山岡　夢斗  高3 宮前　朝多  高1

200m 九州学院        九州学院        九州学院        八代工業        済々黌          秀岳館          秀岳館          鎮西            

2:07.61 2:08.15 2:08.49 2:12.47 2:18.61 2:21.06 2:22.17 2:23.61
個人メドレー 久保田　匠  高3 長川　　匠  高2 嶋田　裕太  高3 西村　凌輝  高1 松田　太陽  高1 上中別府央瑠世  高2 奥山　祥吾  高2 松下　奨拓  高1

200m 熊本工業        熊本西          ルーテル学院    八代工業        熊本西          熊本工業        熊本西          八代工業        

2:08.35 2:08.93 2:11.96 2:16.93 2:23.88 2:24.90 2:28.75 2:32.47
個人メドレー 長川　　匠  高2 久保田　匠  高3 嶋田　裕太  高3 西村　凌輝  高1 松永　大和  高1 松田　太陽  高1 長﨑　拓都  高3 上西園健太  高3

400m 熊本西          熊本工業        ルーテル学院    八代工業        九州学院        熊本西          秀岳館          熊本            

4:33.70 4:35.13 4:41.71 4:55.44 4:56.60 5:05.72 5:08.32 5:16.19
リレー ルーテル学院  高 九州学院  高 熊本西  高 済々黌  高 熊本  高 秀岳館  高 熊本工業  高 玉名  高

4×100m 田上　大翔  高3 須藤　　颯  高1 石上　怜雅  高2 村尾　知紀  高3 緒方　幹久  高3 生田　悠斗  高1 上中別府央瑠世  高2 谷口　竜輝  高3
村上　駿介  高3 荒木　元太  高3 松本　健斗  高2 大濱　貫太  高3 宮田　　潤  高1 小瀧　颯真  高1 椿　　陸穂  高2 清水　銀河  高2
嶋田　裕太  高3 田代健太郎  高2 村上賢之慎  高1 冨田　雄揮  高3 中尾　芳弘  高3 吉田　貴郁  高3 森田　　俊  高3 北島　奨大  高3
田尻　直輝  高3 山下　慶悟  高2 長川　　匠  高2 床波　志音  高3 上西園健太  高3 山岡　夢斗  高3 久保田　匠  高3 坂梨　弘典  高2

3:35.13  Fin. 3:37.34  Fin. 3:44.37  Fin. 3:46.63  Fin. 3:46.77  Fin. 3:47.39  Fin. 3:48.83  Fin. 3:52.71  Fin.
リレー ルーテル学院  高 九州学院  高 熊本西  高 八代工業  高 秀岳館  高 熊本  高 熊本工業  高 済々黌  高

4×200m 田尻　直輝  高3 須藤　　颯  高1 長川　　匠  高2 田中　大成  高3 生田　悠斗  高1 宮田　　潤  高1 上中別府央瑠世  高2 冨田　雄揮  高3
田上　大翔  高3 荒木　元太  高3 石上　怜雅  高2 原田　大輝  高2 山岡　夢斗  高3 緒方　幹久  高3 浦山　虎詠  高3 大濱　貫太  高3
村上　駿介  高3 田代健太郎  高2 村上賢之慎  高1 杉浦　空快  高2 吉田　貴郁  高3 中尾　芳弘  高3 椿　　陸穂  高2 床波　志音  高3
嶋田　裕太  高3 原田　拓武  高3 松田　太陽  高1 西村　凌輝  高1 小瀧　颯真  高1 上西園健太  高3 久保田　匠  高3 村尾　知紀  高3

7:51.62  Fin. 7:53.50  Fin. 8:18.96  Fin. 8:21.49  Fin. 8:22.96  Fin. 8:26.39  Fin. 8:29.91  Fin. 8:30.74  Fin.
メドレーリレー ルーテル学院  高 熊本西  高 九州学院  高 済々黌  高 熊本工業  高 秀岳館  高 八代工業  高 熊本  高

4×100m 村上　駿介  高3 松本　健斗  高2 須藤　　颯  高1 濱口　勇希  高2 久保田　匠  高3 小瀧　颯真  高1 西村　凌輝  高1 宮田　　潤  高1
松永　将人  高2 石上　怜雅  高2 宮脇　大暉  高3 床波　志音  高3 上中別府央瑠世  高2 長﨑　拓都  高3 原田　大輝  高2 上西園健太  高3
寺嶋　大和  高2 長川　　匠  高2 田代健太郎  高2 冨田　雄揮  高3 浦山　虎詠  高3 山岡　夢斗  高3 坂田伊功真  高3 中尾　芳弘  高3
田尻　直輝  高3 村上賢之慎  高1 荒木　元太  高3 大濱　貫太  高3 椿　　陸穂  高2 生田　悠斗  高1 田中　大成  高3 緒方　幹久  高3

3:58.00  Fin. 4:02.78  Fin. 4:03.26  Fin. 4:10.19  Fin. 4:12.57  Fin. 4:14.39  Fin. 4:16.15  Fin. 4:18.15  Fin.

3654 八代工業 49 濟々黌132 熊本西 95 秀岳館学校対抗 九州学院 170 ルーテル学院

１位 ２位 ３位 ４位 ７位 ８位５位 ６位



平成３０年度 熊本県高等学校総合体育大会水泳競技大会 ６月　１日(金)～　２日(土) 女子
会場：熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと）

種目/距離
自由形 久保田梨琉  高1 田上　舞美  高1 八木田絃音  高1 中野　心結  高2 熊谷美乃莉  高3 増田　沙也  高3 山邊　奏乃  高2 入江　早紀  高3

50m ルーテル学院    ルーテル学院    城北            熊本            ルーテル学院    鎮西            鎮西            熊本商業        

26.42 26.75 26.83 28.39 28.61 28.66 28.95 29.50
自由形 久保田梨琉  高1 田上　舞美  高1 浦川　　鈴  高3 熊谷美乃莉  高3 古川　史恵  高2 宮本沙也加  高1 増田　沙也  高3 太田　紗英  高3
100m ルーテル学院    ルーテル学院    九州学院        ルーテル学院    九州学院        秀岳館          鎮西            熊本西          

57.51 58.44 1:00.66 1:01.16 1:02.35 1:02.43 1:03.46 1:03.86
自由形 浦川　　鈴  高3 宮本沙也加  高1 村上　佳澄  高1 古川　史恵  高2 髙尾葉奈絵  高1 天野さくら  高3 田邊　優希  高1 東　　舞華  高3
200m 九州学院        秀岳館          ルーテル学院    九州学院        鎮西            秀岳館          鎮西            鎮西            

2:11.79 2:12.66 2:12.71 2:13.07 2:18.95 2:20.62 2:26.21 2:26.96
自由形 林田　麗奈  高3 河津　樹奈  高2 江原　奈穂  高2 廣瀬　文乃  高1 仲光　海碧  高1 村上　佳澄  高1 緒方　遥南  高1 髙尾葉奈絵  高1
400m ルーテル学院    九州学院        御船            城北            尚絅            ルーテル学院    九州学院        鎮西            

4:28.95 4:33.52 4:36.82 4:41.49 4:45.25 4:48.64 4:49.65 4:50.30
自由形 林田　麗奈  高3 河津　樹奈  高2 江原　奈穂  高2 廣瀬　文乃  高1 緒方　遥南  高1 中松　　葵  高1 西﨑　菜月  高3 川原さくら  高3
800m ルーテル学院    九州学院        御船            城北            九州学院        鎮西            八代白百合      済々黌          

9:15.20 9:19.74 9:21.35 9:47.88 9:55.51 10:25.76 10:35.95 10:38.87
背泳ぎ 西田　清乃  高2 西田　亜未  高3 山本　珠鈴  高1 菰田　星瑠  高2 村上　美華  高2 野田　若菜  高2 南　　花織  高3 甲斐日奈子  高3
100m ルーテル学院    熊本西          ルーテル学院    秀岳館          熊本北          熊本商業        玉名            第一            

1:07.25 1:07.33 1:11.77 1:12.74 1:15.44 1:15.52 1:15.76 1:16.20
背泳ぎ 西田　清乃  高2 西田　亜未  高3 山本　珠鈴  高1 菰田　星瑠  高2 桑田恵理菜  高2 村上　美華  高2 大久保雪菜  高1 大柿　香織  高1
200m ルーテル学院    熊本西          ルーテル学院    秀岳館          熊本商業        熊本北          宇土            人吉            

2:24.47 2:31.06 2:34.23 2:36.45 2:42.99 2:44.54 2:49.22 2:53.04
平泳ぎ 山口　莉央  高2 谷口　春華  高1 清崎　莉織  高1 瀬津美咲季  高1 井上　朋子  高3 中野　心結  高2 酒井　胡春  高1 原　美沙紀  高3
100m ルーテル学院    八代白百合      九州学院        九州学院        尚絅            熊本            城北            鹿本            

1:14.16 1:14.83 1:15.19 1:16.25 1:17.83 1:18.05 1:18.93 1:19.79
平泳ぎ 山口　莉央  高2 谷口　春華  高1 清崎　莉織  高1 瀬津美咲季  高1 酒井　胡春  高1 井上　朋子  高3 佐松　理子  高3 三森　由愛  高2
200m ルーテル学院    八代白百合      九州学院        九州学院        城北            尚絅            第一            熊本西          

2:34.72 2:38.36 2:39.22 2:40.11 2:48.43 2:50.17 2:55.34 2:56.59
バタフライ 長森　花楓  高1 上村穂乃花  高3 村田紗也香  高1 豊永二千華  高3 谷口　詩織  高3 高尾千奈絵  高3 濱口奈菜香  高2 林田　奈々  高3

100m 九州学院        尚絅            熊本西          球磨商業        八代白百合      鎮西            九州学院        人吉            

1:01.81 1:03.00 1:04.24 1:04.54 1:06.84 1:08.19 1:08.52 1:08.77
バタフライ 長森　花楓  高1 村田紗也香  高1 上村穂乃花  高3 豊永二千華  高3 濱口奈菜香  高2 谷口　詩織  高3 塩田　萌寧  高2 高尾千奈絵  高3

200m 九州学院        熊本西          尚絅            球磨商業        九州学院        八代白百合      八代            鎮西            

2:17.66 2:18.14 2:18.61 2:26.42 2:27.90 2:31.37 2:32.20 2:37.49
個人メドレー 古木　遥香  高2 八木田絃音  高1 渡邉　茉衣  高1 坂口　慧華  高1 仲光　海碧  高1 久保田れいか  高3 重冨　菜月  高3 甲斐　夕雅  高3

200m ルーテル学院    城北            鹿本            熊本西          尚絅            八代白百合      第一            熊本工業        

2:20.20 2:21.61 2:32.27 2:32.45 2:36.48 2:40.16 2:46.79 2:51.06
個人メドレー 古木　遥香  高2 坂口　慧華  高1 桑田恵理菜  高2 久保田れいか  高3 中祖　瑠亜  高2

400m ルーテル学院    熊本西          熊本商業        八代白百合      熊本北          

5:00.47 5:26.85 5:34.45 5:38.31 6:19.21
リレー ルーテル学院  高 九州学院  高 熊本西  高 鎮西  高 尚絅  高 八代白百合  高 秀岳館  高 熊本商業  高

4×100m 田上　舞美  高1 浦川　　鈴  高3 村田紗也香  高1 髙尾葉奈絵  高1 仲光　海碧  高1 谷口　春華  高1 天野さくら  高3 桑田恵理菜  高2
林田　麗奈  高3 長森　花楓  高1 太田　紗英  高3 増田　沙也  高3 井上　朋子  高3 西﨑　菜月  高3 菰田　星瑠  高2 野田　若菜  高2
熊谷美乃莉  高3 河津　樹奈  高2 坂口　慧華  高1 大倉　己華  高1 高濱　舞帆  高1 久保田れいか  高3 吉本　季璃  高2 山田　　唯  高1
久保田梨琉  高1 古川　史恵  高2 西田　亜未  高3 山邊　奏乃  高2 上村穂乃花  高3 谷口　詩織  高3 宮本沙也加  高1 入江　早紀  高3

3:59.68  Fin. 4:06.99  Fin. 4:11.27  Fin. 4:16.65  Fin. 4:16.90  Fin. 4:18.72  Fin. 4:23.02  Fin. 4:26.25  Fin.
リレー ルーテル学院  高 九州学院  高 熊本西  高 鎮西  高 秀岳館  高 第一  高 熊本  高 熊本北  高

4×200m 田上　舞美  高1 河津　樹奈  高2 坂口　慧華  高1 増田　沙也  高3 宮本沙也加  高1 川﨑　　悠  高2 中野　心結  高2 村上　美華  高2
村上　佳澄  高1 浦川　　鈴  高3 村田紗也香  高1 髙尾葉奈絵  高1 菰田　星瑠  高2 三森　有珠  高3 佐藤　絢音  高2 中祖　瑠亜  高2
林田　麗奈  高3 長森　花楓  高1 太田　紗英  高3 大倉　己華  高1 吉本　季璃  高2 重冨　菜月  高3 沼川愉里加  高3 上妻明日美  高3
久保田梨琉  高1 古川　史恵  高2 西田　亜未  高3 高尾千奈絵  高3 天野さくら  高3 佐松　理子  高3 釡﨑　千尋  高2 長井　優光  高1

8:39.81  Fin. 8:46.68  Fin. 9:11.13  Fin. 9:28.84  Fin. 9:38.43  Fin. 10:12.50  Fin. 10:18.90  Fin. 10:26.64  Fin.
メドレーリレー ルーテル学院  高 九州学院  高 熊本西  高 尚絅  高 八代白百合  高 鎮西  高 秀岳館  高 第一  高

4×100m 久保田梨琉  高1 濱口奈菜香  高2 西田　亜未  高3 仲光　海碧  高1 久保田れいか  高3 増田　沙也  高3 菰田　星瑠  高2 甲斐日奈子  高3
山口　莉央  高2 清崎　莉織  高1 坂口　慧華  高1 井上　朋子  高3 谷口　春華  高1 山邊　奏乃  高2 吉本　季璃  高2 佐松　理子  高3
古木　遥香  高2 長森　花楓  高1 村田紗也香  高1 上村穂乃花  高3 谷口　詩織  高3 高尾千奈絵  高3 宮本沙也加  高1 重冨　菜月  高3
田上　舞美  高1 浦川　　鈴  高3 太田　紗英  高3 高濱　舞帆  高1 西﨑　菜月  高3 髙尾葉奈絵  高1 天野さくら  高3 三森　有珠  高3

4:22.47  Fin. 4:33.53  Fin. 4:36.90  Fin. 4:42.87  Fin. 4:48.13  Fin. 4:52.63  Fin. 4:53.07  Fin. 5:03.77  Fin.

4548 尚絅 46 八代白百合129 熊本西 77 鎮西学校対抗 ルーテル学院 172 九州学院

１位 ２位 ３位 ４位 ７位 ８位５位 ６位


