
平成３０年度 全九州高等学校水泳（競泳）競技大会 ７月１４日(土)～１６日(月) 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 田上　舞美  高1 久保田梨琉  高1 八木田絃音  高1 野口　美穂  高1 田山　茅咲  高1 伊藤　巴菜  高3 岡山　颯葵  高1 髙野　二葉  高2

50m ルーテル学院    ルーテル学院    城北            常磐            香住丘          三潴 直方            佐伯鶴城        

26.20 大会新 26.68 26.77 26.92 27.15 27.24 27.33 27.58
自由形 田上　舞美  高1 久保田梨琉  高1 岡田　　慶  高3 岡山　颯葵  高1 田山　茅咲  高1 時松　桃花  高2 塚本　珠未  高3 髙野　二葉  高2
100m ルーテル学院    ルーテル学院    九産大九州 直方            香住丘          宮崎商業        三潴 佐伯鶴城        

57.73 57.81 59.27 59.57 59.70 1:00.13 1:00.32 1:00.48
自由形 仮屋　美邑  高3 端野　咲紀  高3 岡田　　慶  高3 渡辺　三空  高2 塚本　珠未  高3 日野　愛美  高2 時松　桃花  高2 浦川　　鈴  高3
200m 鹿児島情報 宗像            九産大九州 福大附属若葉    三潴 精華女子        宮崎商業        九州学院

2:03.20 2:04.62 2:07.44 2:07.54 2:08.72 2:09.51 2:10.48 2:11.12
自由形 仮屋　美邑  高3 端野　咲紀  高3 岡　　莉子  高1 林田　麗奈  高3 藤井みなみ  高2 宮﨑　彩子  高1 河津　樹奈  高2 松村　咲良  高3
400m 鹿児島情報 宗像            柳川            ルーテル学院    佐賀学園 佐賀商業 九州学院 福大附属若葉    

4:16.39 4:18.70 4:23.05 4:27.43 4:30.88 4:31.13 4:32.61 4:33.52
自由形 林田　麗奈  高3 藤井みなみ  高2 鹿島　理子  高2 松村　咲良  高3 宮﨑　彩子  高1 河津　樹奈  高2 永島　莉子  高1 佐之瀬香花  高3
800m ルーテル学院    佐賀学園 宗像            福大附属若葉    佐賀商業 九州学院 佐賀学園 日田            

9:05.32 9:10.25 9:11.06 9:13.50 9:15.16 9:17.02 9:18.21 9:22.64
背泳ぎ 末廣　真生  高1 井上　結貴  高2 宇戸　優紀  高2 廣橋　風佳  高3 田中　志歩  高2 原田　世菜  高1 児玉　沙由  高3 末安　満陽  高2
100m 佐賀商業 宗像            三潴 佐賀商業 純心女子        筑前            宮崎商業        筑前            

1:04.06 1:04.51 1:05.73 1:05.99 1:06.37 1:06.86 1:06.99 1:07.05
背泳ぎ 末廣　真生  高1 井上　結貴  高2 宇戸　優紀  高2 末安　満陽  高2 原田　世菜  高1 岡部　　遥  高2 髙本　彩未  高2 田中　志歩  高2
200m 佐賀商業 宗像            三潴 筑前            筑前            三潴 佐賀学園 純心女子        

2:17.66 2:20.08 2:20.70 2:21.40 2:23.54 2:24.16 2:24.23 2:25.68
平泳ぎ 山﨑　美羽  高3 福島　由樹  高3 栗栖　菜々  高3 大迫　詩乃  高2 山口　莉央  高2 木下　綾乃  高1 日迫　　柚  高1 松浦優美奈  高3
100m 鹿児島情報 九産大九州 修猷館          常磐            ルーテル学院    光陵            鹿児島情報 開邦

1:12.07 1:12.44 1:13.36 1:14.14 1:14.55 1:14.70 1:14.87 1:14.98
平泳ぎ 栗栖　菜々  高3 山﨑　美羽  高3 山口　莉央  高2 福島　由樹  高3 松浦優美奈  高3 瀬津美咲季  高1 日迫　　柚  高1 宮崎菜々子  高1
200m 修猷館          鹿児島情報 ルーテル学院    九産大九州 開邦 九州学院 鹿児島情報 筑陽学園        

2:35.36 2:35.45 2:36.67 2:36.77 2:37.22 2:37.23 2:38.32 2:38.66
バタフライ 長森　花楓  高1 上村穂乃花  高3 川口里利央  高1 村田紗也香  高1 佐久田真希  高1 熊川ひなた  高2 永渕　芳和  高2 豊永二千華  高3

100m 九州学院 尚絅            福大附属若葉    熊本西 浦添 明善            福岡中央        球磨商業

1:02.13 1:03.25 1:03.50 1:03.60 1:03.82 1:04.37 1:04.50 1:04.57
バタフライ 長森　花楓  高1 佐久田真希  高1 村田紗也香  高1 上村穂乃花  高3 廣川　柚葉  高2 中島　祐佳  高1 熊川ひなた  高2 渡辺　三空  高2

200m 九州学院 浦添 熊本西 尚絅            福大附属若葉    鹿児島情報 明善            福大附属若葉    

2:17.95 2:18.18 2:18.91 2:19.42 2:22.18 2:22.54 2:22.90 2:22.98
個人メドレー 石原　愛依  高2 八木田絃音  高1 吉原　杏実  高3 宮本　彩可  高3 古木　遥香  高2 吉田　朝美  高2 高原　彩花  高1 待鳥　早紀  高3

200m 柳川            城北            長崎北          三潴 ルーテル学院    修猷館          福岡中央        宮崎日大        

2:16.02 2:19.61 2:19.66 2:23.17 2:23.41 2:25.34 2:26.59 2:27.88
個人メドレー 石原　愛依  高2 岡　　莉子  高1 高原　彩花  高1 吉原　杏実  高3 宮崎菜々子  高1 鹿島　理子  高2 待鳥　早紀  高3 古木　遥香  高2

400m 柳川            柳川            福岡中央        長崎北          筑陽学園        宗像            宮崎日大        ルーテル学院    

4:45.94 大会新 4:53.25 4:54.98 4:56.53 4:57.35 5:03.87 5:05.06 5:06.61
リレー ルーテル学院  高 鹿児島情報  高 三潴  高 福大附属若葉  高 佐賀商業  高 九州学院  高 佐賀学園  高 長崎北  高

4×100m 田上　舞美  高1 仮屋　美邑  高3 宮本　彩可  高3 渡辺　三空  高2 廣橋　風佳  高3 長森　花楓  高1 藤井みなみ  高2 吉原　杏実  高3
古木　遥香  高2 尾堂　　楓  高3 塚本　珠未  高3 佐久本好野  高3 宮﨑　彩子  高1 浦川　　鈴  高3 永島　莉子  高1 藤　　花実  高2
林田　麗奈  高3 山﨑　美羽  高3 宇戸　優紀  高2 竹下真佑美  高3 山口　伊織  高1 河津　樹奈  高2 山口　　遼  高2 山口　笑佳  高2
久保田梨琉  高1 中島　祐佳  高1 伊藤　巴菜  高3 泉　　遥香  高2 森田　真維  高2 古川　史恵  高2 髙本　彩未  高2 杉永　智美  高2

3:55.88  Fin. 4:01.00  Fin. 4:03.35  Fin. 4:03.46  Fin. 4:05.63  Fin. 4:06.10  Fin. 4:06.60  Fin. 4:07.93  Fin.
リレー ルーテル学院  高 鹿児島情報  高 佐賀学園  高 九州学院  高 三潴  高 佐賀商業  高 福大附属若葉  高 長崎北  高

4×200m 田上　舞美  高1 仮屋　美邑  高3 髙本　彩未  高2 浦川　　鈴  高3 宮本　彩可  高3 宮﨑　彩子  高1 渡辺　三空  高2 藤　　花実  高2
古木　遥香  高2 尾堂　　楓  高3 藤井みなみ  高2 古川　史恵  高2 塚本　珠未  高3 森田　真維  高2 松村　咲良  高3 吉原　杏実  高3
林田　麗奈  高3 中島　祐佳  高1 山口　　遼  高2 長森　花楓  高1 川原　弥子  高2 山口　伊織  高1 奥田　真帆  高2 山口　笑佳  高2
久保田梨琉  高1 岩元あやの  高2 永島　莉子  高1 河津　樹奈  高2 岡部　　遥  高2 廣橋　風佳  高3 竹下真佑美  高3 杉永　智美  高2

8:29.22  Fin. 8:41.76  Fin. 8:42.61  Fin. 8:43.82  Fin. 8:43.84  Fin. 8:44.54  Fin. 8:49.52  Fin. 8:52.94  Fin.
メドレーリレー ルーテル学院  高 福大附属若葉  高 九産大九州  高 三潴  高 佐賀商業  高 佐賀学園  高 九州学院  高 修猷館  高

4×100m 久保田梨琉  高1 佐久本好野  高3 義経奈津美  高3 宇戸　優紀  高2 末廣　真生  高1 髙本　彩未  高2 濱口奈菜香  高2 内田　好乃  高3
山口　莉央  高2 吉岡　　花  高3 福島　由樹  高3 川原　弥子  高2 宮﨑　彩子  高1 貞木　杏子  高1 清崎　莉織  高1 栗栖　菜々  高3
古木　遥香  高2 川口里利央  高1 岡田　　慶  高3 宮本　彩可  高3 末永紗也佳  高2 山口　　遼  高2 長森　花楓  高1 吉田　朝美  高2
田上　舞美  高1 渡辺　三空  高2 吉永莉々佳  高1 塚本　珠未  高3 廣橋　風佳  高3 藤井みなみ  高2 浦川　　鈴  高3 吉田　史佳  高2

4:22.99  Fin. 4:25.27  Fin. 4:25.69  Fin. 4:26.43  Fin. 4:29.76  Fin. 4:29.88  Fin. 4:30.68  Fin. 4:31.26  Fin.
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