
第63回　全九州高等学校水泳(競泳)競技大会 ７月１８日(土)～７月２０日(月) 男子
会場：アクアドームくまもと

種目/距離
自由形 井上　蒼樹 高3 堀田　　諒 高3 今林　浩志 高3 古賀　琢巳 高3 高井　雄也 高2 池下　肇一 高3 岩元　大佳 高2 清田　真吾 高3

50m 九産大付九州 九州学院 東福岡 (同2位) 三潴 熊本 宮崎南 鹿児島情報 ルーテル学院

23.98 (標準突破) 24.04 (標準突破) 24.04 (標準突破) 24.21 (標準突破) 24.36 (標準突破) 24.49 (標準突破) 24.51 (標準突破) 24.66
自由形 井上　蒼樹 高3 福地　健斗 高3 岩元　大佳 高2 清田　真吾 高3 東　　千尋 高2 冨重　圭吾 高3 小野　翔真 高1 中川　義健 高3
100m 九産大付九州 首里 鹿児島情報 ルーテル学院 九州学院 福翔 大分雄城台 (同6位) 済々黌

52.89 (標準突破) 53.04 (標準突破) 53.54 53.74 53.76 54.10 54.10 54.12
自由形 川崎　瑠唯 高3 堀内　聖矢 高3 熊澤　　陸 高2 福地　健斗 高3 木下　椋登 高2 古本　　怜 高2 増田　成将 高3 渕　　雅顕 高2
200m 佐賀商業 筑紫丘 佐賀商業 首里 九産大付九州 九州学院 九産大付九州 宮崎学園

1:55.50 1:56.01 1:56.34 1:56.63 1:56.67 1:56.79 1:56.99 1:57.24
自由形 可徳　圭秀 高2 増田　成将 高3 木下　椋登 高2 川崎　瑠唯 高3 古本　　怜 高2 永安　千紘 高3 渋谷　晃樹 高1 河野　龍人 高1
400m ルーテル学院 九産大付九州 九産大付九州 佐賀商業 九州学院 佐世保工業 佐賀学園 鹿児島情報

4:04.22 (標準突破) 4:04.44 (標準突破) 4:04.65 (標準突破) 4:07.78 4:08.00 4:08.47 4:09.40 4:14.24
自由形 可徳　圭秀 高2 永安　千紘 高3 河野　龍人 高1 西詰　宗平 高3 安田　一平 高3 岩永　　隆 高2 宮下　環伍 高1 熊本　貫汰 高2
1500m ルーテル学院 佐世保工業 鹿児島情報 九産大付九州 那覇 九産大付九州 鹿児島情報 筑紫台

16:09.88 (標準突破) 16:10.02 (標準突破) 16:14.84 (標準突破) 16:15.82 (標準突破) 16:29.49 16:44.46 16:45.91 16:52.53
背泳ぎ 菅田　大雅 高3 今林　浩志 高3 畑田　光輝 高3 池下　肇一 高3 金川　遼祐 高1 田川　裕麻 高2 木村　和樹 高3 島﨑　　廉 高1
100m 九産大付九州 東福岡 三潴 宮崎南 九産大付九州 三潴 東福岡 九州学院

57.00 (標準突破) 58.55 (標準突破) 58.92 (標準突破) 59.02 (標準突破) 59.35 (標準突破) 59.51 1:00.02 1:00.35
背泳ぎ 菅田　大雅 高3 木村　和樹 高3 畑田　光輝 高3 金川　遼祐 高1 福田　　渓 高3 門田　凌我 高2 川端　優太 高2 戸田　亮真 高1
200m 九産大付九州 東福岡 三潴 九産大付九州 佐世保工業 宮崎南 九州学院 九州学院

2:04.42 (標準突破) 2:06.96 (標準突破) 2:07.72 (標準突破) 2:07.96 (標準突破) 2:09.70 2:10.19 2:10.48 2:11.90
平泳ぎ 堂本　恭平 高3 浅井　拓実 高2 坂本　瑞樹 高3 元村　壮汰 高2 高井　雄也 高2 原口　拓也 高3 浜田　孝裕 高3 田中　優一 高3
100m 福翔 大分雄城台 筑紫丘 九産大付九州 熊本 延岡星雲 佐伯鶴城 九産大付九州

1:04.14 (標準突破) 1:04.17 (標準突破) 1:04.18 (標準突破) 1:04.59 (標準突破) 1:04.68 (標準突破) 1:05.05 (標準突破) 1:05.09 1:05.21
平泳ぎ 浅井　拓実 高2 木村　優太 高1 田中　優一 高3 原口　拓也 高3 浜田　孝裕 高3 岡村　拓海 高2 森田　耕輔 高1 小竹　　蓮 高1
200m 大分雄城台 九州学院 九産大付九州 延岡星雲 佐伯鶴城 九産大付九州 佐賀商業 鹿児島情報

2:17.57 (標準突破) 2:18.37 (標準突破) 2:18.57 (標準突破) 2:18.81 (標準突破) 2:19.37 (標準突破) 2:20.26 2:21.44 2:22.81
バタフライ 樋口　淳哉 高3 花田　大地 高3 中園　優作 高3 寺下　成行 高3 比嘉　優哉 高3 小山　　晶 高3 熊澤　　陸 高2 榊　　大希 高1

100m 九産大付九州 香住丘 甲南 嘉穂東 美里 新宮 佐賀商業 九産大付九州

55.06 (標準突破) 55.82 (標準突破) 56.09 (標準突破) 56.48 (標準突破) 56.54 (標準突破) 56.82 57.29 57.58
バタフライ 中園　優作 高3 樋口　淳哉 高3 花田　大地 高3 野﨑　　充 高3 木下　月都 高1 松尾　真理 高2 榊　　大希 高1 早田昌太郎 高1

200m 甲南 九産大付九州 香住丘 佐賀学園 筑紫中央 大分雄城台 九産大付九州 長崎南山

1:59.92 (標準突破) 2:00.33 (標準突破) 2:02.91 (標準突破) 2:02.94 (標準突破) 2:05.35 2:05.56 2:06.59 2:06.90
個人メドレー 伊藤　海輝 高3 古賀圭一郎 高2 鮫島　悠輔 高3 伊東　裕貴 高2 下田　晴也 高2 行徳　克斗 高2 仁木　涼太 高2 宮本　彬生 高3

200m 大分雄城台 佐賀商業 九州学院 青山・翔青 九州学院 嘉穂 九州文化 朝倉

2:05.96 (標準突破) 2:07.29 (標準突破) 2:08.85 (標準突破) 2:08.99 (標準突破) 2:10.10 2:11.26 2:12.17 2:12.61
個人メドレー 伊藤　海輝 高3 野﨑　　充 高3 古賀圭一郎 高2 鮫島　悠輔 高3 伊東　裕貴 高2 高橋　祐雅 高3 古木　浩輔 高3 戸田　亮真 高1

400m 大分雄城台 佐賀学園 佐賀商業 九州学院 青山・翔青 九産大付九州 九州学院 九州学院

4:25.78 (標準突破) 4:28.86 (標準突破) 4:30.54 (標準突破) 4:31.56 (標準突破) 4:33.03 (標準突破) 4:37.34 4:39.42 4:39.45
リレー 九産大付九州 佐賀商業 九州学院 鹿児島情報 佐賀学園 大分雄城台 青山・翔青 三潴
400m 濱野　綾人 高1 小田　　樹 高2 古本　　怜 高2 岩元　大佳 高2 池田　彪流 高3 小野　翔真 高1 岡　　宏太 高3 古賀　琢巳 高3

井上　蒼樹 高3 熊澤　　陸 高2 堀田　　諒 高3 中島　悠貴 高3 渋谷　栄樹 高2 松尾　真理 高2 阿部　拓夢 高2 畑田　光輝 高3
永野　泰紀 高1 古賀圭一郎 高2 原田　大輔 高3 河野　龍人 高1 野﨑　　充 高3 佐々木駿平 高3 伊東　裕貴 高2 田川　裕麻 高2
菅田　大雅 高3 川崎　瑠唯 高3 東　　千尋 高2 平原　拓馬 高3 大西　渚生 高3 伊藤　海輝 高3 井門　裕暁 高3 原口　陽気 高2

3:31.38 (標準突破) 3:33.06 (標準突破) 3:34.60 (標準突破) 3:35.94 (標準突破) 3:37.03 (標準突破) 3:38.93 3:39.54 3:39.63
リレー 九産大付九州 佐賀商業 鹿児島情報 佐賀学園 大分雄城台 九州学院 ルーテル学院 青山・翔青
800m 濱野　綾人 高1 小田　　樹 高2 河野　龍人 高1 渋谷　栄樹 高2 小野　翔真 高1 古本　　怜 高2 宮原　流生 高3 阿部　拓夢 高2

木下　椋登 高2 古賀圭一郎 高2 岩元　大佳 高2 野﨑　　充 高3 松尾　真理 高2 古木　浩輔 高3 清田　真吾 高3 伊東　裕貴 高2
増田　成将 高3 熊澤　　陸 高2 中島　悠貴 高3 渋谷　晃樹 高1 浅井　拓実 高2 東　　千尋 高2 濱田　夏輝 高3 岡　　宏太 高3
菅田　大雅 高3 川崎　瑠唯 高3 平原　拓馬 高3 大西　渚生 高3 伊藤　海輝 高3 下田　晴也 高2 可徳　圭秀 高2 井門　裕暁 高3

7:42.93 (標準突破) 7:44.39 (標準突破) 7:48.02 (標準突破) 7:49.86 (標準突破) 7:51.79 (標準突破) 7:53.83 (標準突破) 7:59.35 8:00.04
メドレーリレー 九産大付九州 九州学院 大分雄城台 東福岡 佐賀商業 鹿児島情報 青山・翔青 福翔

400m 菅田　大雅 高3 島﨑　　廉 高1 伊藤　海輝 高3 木村　和樹 高3 今村　友也 高3 平原　拓馬 高3 吉元　海斗 高3 堀内　健矢 高2
元村　壮汰 高2 木村　優太 高1 浅井　拓実 高2 上村　　晃 高2 森田　耕輔 高1 小竹　　蓮 高1 松原慎之介 高3 堂本　恭平 高3
樋口　淳哉 高3 荒木　大生 高2 松尾　真理 高2 山内　翔太 高2 熊澤　　陸 高2 阪元　祐太 高3 伊東　裕貴 高2 冨重　圭吾 高3
井上　蒼樹 高3 東　　千尋 高2 小野　翔真 高1 今林　浩志 高3 小田　　樹 高2 岩元　大佳 高2 井門　裕暁 高3 児玉　賢哉 高3

3:49.25 (標準突破) 3:53.19 (標準突破) 3:53.48 (標準突破) 3:57.74 (標準突破) 3:57.96 (標準突破) 3:58.21 (標準突破) 4:02.86 4:05.16

１位 ２位 ３位 ４位 ７位 ８位５位 ６位

79 佐賀商業 72 大分雄城台学校対抗 九産大付九州 152 九州学院 3363 鹿児島情報 46 東福岡



第63回　全九州高等学校水泳(競泳)競技大会 ７月１８日(土)～７月２０日(月) 女子
会場：アクアドームくまもと

種目/距離
自由形 遠山ひかり 高3 西之原実生 高3 藤　　愛海 高2 植野　爽音 高3 前田優祐美 高3 荒木　涼那 高1 真栄城　蒼 高2 下久保美佑 高3

50m 八代白百合 枕崎 首里 嘉穂東 ルーテル学院 福大附属若葉 沖縄尚学 川辺

26.45 (標準突破) 26.49 (標準突破) 26.71 (標準突破) 26.82 (標準突破) 27.01 (標準突破) 27.11 (標準突破) 27.24 (標準突破) 27.34
自由形 遠山ひかり 高3 植野　爽音 高3 前田優祐美 高3 西之原実生 高3 荻田　早希 高2 下久保美佑 高3 藤　　愛海 高2 荒木　涼那 高1
100m 八代白百合 嘉穂東 ルーテル学院 枕崎 鹿屋 川辺 首里 福大附属若葉

57.71 (標準突破) 58.31 (標準突破) 58.33 (標準突破) 58.34 (標準突破) 58.80 (標準突破) 58.82 (標準突破) 59.07 59.11
自由形 長塩　綾乃 高1 川渕穂乃花 高2 吉田　久乃 高1 牛島　　楓 高3 有働　毬加 高2 井手美紗稀 高2 福留　由里 高2 宮本　瑶子 高3
200m ルーテル学院 福大附属若葉 九産大付九州 香住丘 九州学院 九州学院 鹿児島情報 九州学院

2:06.21 (標準突破) 2:06.27 (標準突破) 2:06.47 2:07.54 2:09.23 2:11.13 2:11.45 2:11.87
自由形 長塩　綾乃 高1 越川　由紀 高2 牛島　　楓 高3 田中　千尋 高1 南里　一美 高3 有働　毬加 高2 丸尾　桃子 高2 宝田　夏希 高2
400m ルーテル学院 福大附属若葉 香住丘 佐賀学園 佐世保南 九州学院 諫早商業 新宮

4:23.13 (標準突破) 4:23.54 (標準突破) 4:25.56 (標準突破) 4:32.53 4:32.74 4:36.76 4:37.45 4:38.89
自由形 越川　由紀 高2 小田芙美子 高1 南里　一美 高3 田中　千尋 高1 丸尾　桃子 高2 甲斐　小浪 高3 荒木　未羽 高2 宇都　希咲 高3
800m 福大附属若葉 ルーテル学院 佐世保南 佐賀学園 諫早商業 延岡工業 九州学院 福大附属若葉

9:00.85 (標準突破) 9:10.11 (標準突破) 9:13.55 9:15.88 9:26.84 9:27.67 9:28.29 9:31.57
背泳ぎ 山口　藍李 高3 柳　あかね 高3 宮坂　奈々 高3 田中　真央 高3 山本　玲菜 高3 酒井こころ 高3 鏡　　瑠菜 高1 鶴久ゆきな 高1
100m 筑陽学園 柳川 常磐 人吉 ルーテル学院 中村学園女子 鹿児島実業 明善

1:03.80 (標準突破) 1:04.49 (標準突破) 1:04.56 (標準突破) 1:05.12 1:05.70 1:06.97 1:07.23 1:07.87
背泳ぎ 山口　藍李 高3 柳　あかね 高3 山本　玲菜 高3 田中　真央 高3 宮坂　奈々 高3 鏡　　瑠菜 高1 村上　涼花 高1 酒井こころ 高3
200m 筑陽学園 (大会新) 柳川 ルーテル学院 人吉 常磐 鹿児島実業 尚絅 中村学園女子

2:12.59 (標準突破) 2:17.54 (標準突破) 2:18.01 (標準突破) 2:18.26 (標準突破) 2:19.24 2:20.60 2:22.91 2:23.19
平泳ぎ 藤﨑　聖香 高1 中川　良美 高3 五十嵐陽美 高3 熊本　佳奈 高2 工藤　三愛 高2 長濵　郁花 高1 佐藤志帆子 高3 矢野　真奈 高3
100m 福大附属若葉 ルーテル学院 国分 九産大付九州 九州学院 筑紫 九産大付九州 宮崎日大

1:12.37 (標準突破) 1:12.70 (標準突破) 1:12.81 (標準突破) 1:12.83 (標準突破) 1:13.62 1:13.77 1:14.07 1:15.13
平泳ぎ 五十嵐陽美 高3 熊本　佳奈 高2 藤﨑　聖香 高1 中川　良美 高3 川原　美優 高2 矢野　真奈 高3 小宮　萌香 高1 太田　優香 高2
200m 国分 九産大付九州 福大附属若葉 ルーテル学院 長崎商業 宮崎日大 三潴 九州国際大付

2:34.01 (標準突破) 2:34.11 (標準突破) 2:35.14 (標準突破) 2:37.08 2:39.28 2:39.67 2:41.08 2:41.57
バタフライ 清田　栞那 高3 石橋　美穂 高3 越智早百合 高3 安井みなみ 高2 大友　優里 高1 西田　花乃 高3 駒水　歩未 高1 武信ちひろ 高2

100m 大分雄城台 柳川 九産大付九州 武蔵台 九産大付九州 鹿児島情報 鹿児島情報 中津北

1:01.64 (標準突破) 1:02.02 (標準突破) 1:02.54 (標準突破) 1:03.30 1:03.43 1:03.82 1:04.04 1:04.05
バタフライ 越智早百合 高3 清田　栞那 高3 石橋　美穂 高3 大友　優里 高1 武信ちひろ 高2 安井みなみ 高2 坂口　結梨 高3 丹野　菜美 高2

200m 九産大付九州 大分雄城台 柳川 九産大付九州 中津北 武蔵台 鹿児島実業 九産大付九州

2:14.91 (標準突破) 2:16.06 (標準突破) 2:16.17 (標準突破) 2:18.85 2:20.51 2:20.95 2:21.12 2:22.25
個人メドレー 神﨑　百恵 高2 石原　愛美 高2 藤　　優実 高3 三宅　珠生 高1 長濵　郁花 高1 吉崎あかり 高3 上原　　楓 高2 古賀　瑶乃 高3

200m ルーテル学院 柳川 長崎南 鹿児島情報 筑紫 修猷館 陽明 朝倉

2:17.77 (標準突破) 2:20.14 (標準突破) 2:20.75 (標準突破) 2:21.33 (標準突破) 2:23.47 2:23.77 2:24.25 2:25.50
個人メドレー 神﨑　百恵 高2 藤　　優実 高3 吉崎あかり 高3 石原　愛美 高2 三宅　珠生 高1 脇本　詩子 高1 古賀　瑶乃 高3 伊藤知穂里 高2

400m ルーテル学院 長崎南 修猷館 柳川 鹿児島情報 甲南 朝倉 鹿児島南

4:49.65 (標準突破) 4:57.07 (標準突破) 4:57.31 (標準突破) 4:59.94 (標準突破) 5:02.98 (標準突破) 5:06.38 5:07.15 5:12.87
リレー ルーテル学院 福大附属若葉 九州学院 鹿児島情報 九産大付九州 首里 佐賀商業 八代白百合
400m 前田優祐美 高3 荒木　涼那 高1 村田　志織 高2 福留　由里 高2 吉田　久乃 高1 藤　　愛海 高2 小池　佐和 高3 遠山ひかり 高3

長塩　綾乃 高1 川渕穂乃花 高2 有働　毬加 高2 西田　花乃 高3 大友　優里 高1 吉松　舞香 高2 古賀　杏奈 高2 谷口　藍子 高3
小田芙美子 高1 豊福　莉子 高2 井手美紗稀 高2 三宅　珠生 高1 越智早百合 高3 大川　　穂 高1 安本　彩夏 高1 隅川　明里 高1
神﨑　百恵 高2 越川　由紀 高2 宮本　瑶子 高3 石田　実梨 高2 高瀬ななみ 高1 島津　侑実 高3 平川　瑞菜 高2 久保田友梨 高3

3:56.68 (標準突破) 3:58.97 (標準突破) 4:00.57 (標準突破) 4:02.09 (標準突破) 4:03.73 4:09.99 4:11.01 4:11.36
メドレーリレー ルーテル学院 九産大付九州 福大附属若葉 鹿児島情報 九州学院 長崎商業 八代白百合 筑紫中央

400m 山本　玲菜 高3 大友　優里 高1 伊藤　　郁 高3 石田　実梨 高2 阪梨　杏奈 高2 木下美菜子 高2 谷口　藍子 高3 合屋　　楓 高3
中川　良美 高3 熊本　佳奈 高2 藤﨑　聖香 高1 三宅　珠生 高1 工藤　三愛 高2 藤原　朱里 高1 弥冨　眞帆 高3 石井　　茜 高3
神﨑　百恵 高2 越智早百合 高3 坂田　菜摘 高1 西田　花乃 高3 井手美紗稀 高2 川原　美優 高2 隅川　明里 高1 大川　真由 高3
前田優祐美 高3 吉田　久乃 高1 川渕穂乃花 高2 福留　由里 高2 宮本　瑶子 高3 原野　杏莉 高1 遠山ひかり 高3 髙瀬　花乃 高3

4:18.12 (標準突破) 4:20.10 (標準突破) 4:22.44 (標準突破) 4:22.46 (標準突破) 4:28.23 4:34.05 4:35.18 4:37.13

１位 ２位 ３位 ４位 ７位 ８位５位 ６位

鹿児島情報学校対抗 ルーテル学院 103 福大附属若葉 67 九産大付九州 3666 柳川 39 九州学院 37


