
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) 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 中杉　勇斗  高2 生田　悠斗  高1 大森　涼奨  高2 和田　廉央  高3 岩元　大秀  高2 福島　彰悟  高3 新川　久遠  高2 竹内　遼平  高2

50m 常磐            秀岳館          唐津商業        志布志          鹿児島          宮崎北          鹿児島第一 八幡工業        

23.57 大会新 23.85 24.06 24.26 24.48 24.74 24.75 24.81
自由形 田中　大寛  高2 中杉　勇斗  高2 菅野　　遼  高2 和田　廉央  高3 塚原　　鉄  高3 狩野　恭仁  高3 椿原　成將  高1 生田　悠斗  高1
100m 別府翔青 常磐            佐伯鶴城        志布志          八代 柳川            大牟田          秀岳館          

50.75 大会新 51.25 51.54 52.33 52.58 52.83 53.14 53.38
自由形 田中　大寛  高2 菅野　　遼  高2 狩野　恭仁  高3 田尻　直輝  高3 坂田　涼人  高2 須藤　　颯  高1 江副しずく  高3 矢野　鉄平  高1
200m 別府翔青 佐伯鶴城        柳川            ルーテル学院    大分雄城台 九州学院 大分雄城台 宮崎日大        

1:50.79 1:53.50 1:53.77 1:55.19 1:55.24 1:56.36 1:57.24 1:58.25
自由形 堀内　健裕  高3 仲上　佳輝  高3 岡野　将也  高3 須藤　　颯  高1 森本　　力  高3 中園　剛志  高1 浦田　篤志  高1 又吉　盛一  高3
400m 九産大九州 筑陽学園        佐世保工業      九州学院 香住丘          鹿児島情報 甲南            浦添商業

4:02.46 4:05.53 4:05.70 4:05.94 4:05.95 4:08.10 4:08.26 4:11.56
自由形 松田　　龍  高3 仲上　佳輝  高3 堀内　健裕  高3 野田　京聖  高2 川野　誠悟  高3 森本　　力  高3 岡崎　拓夢  高2 又吉　盛一  高3
1500m 佐賀学園 筑陽学園        九産大九州 佐賀学園 大分上野丘      香住丘          東福岡          浦添商業

15:46.73  Fin. 大会新 16:02.25  Fin. 16:07.49  Fin. 16:10.47  Fin. 16:17.66  Fin. 16:18.46  Fin. 16:22.24  Fin. 16:22.29  Fin.
背泳ぎ 酒井　陽向  高3 御手洗大心  高2 小鶴　皓大  高1 村上賢之慎  高1 濱崎　　凌  高3 村上　駿介  高3 古市　莉玖  高3 下司　一八  高3
100m 東福岡          佐伯鶴城        東福岡          熊本西 九産大九州 ルーテル学院    鹿児島水産 福岡講倫館      

57.37 58.29 59.13 59.73 59.81 1:00.41 1:00.49 1:00.65
背泳ぎ 酒井　陽向  高3 小鶴　皓大  高1 村上賢之慎  高1 御手洗大心  高2 井上弥太郎  高3 村上　駿介  高3 金川　直樹  高2 佐久田朝隆  高3
200m 東福岡          東福岡          熊本西 佐伯鶴城        筑陽学園        ルーテル学院    九産大九州 浦添

2:01.73 2:06.45 2:07.36 2:08.37 2:08.39 2:08.53 2:09.04 2:09.28
平泳ぎ 平河　　楓  高3 池田　航士  高3 吉田　拓斗  高2 川村　　涼  高3 榎田　大己  高2 真鍋　大作  高2 當銘　真人  高3 児島龍之真  高3
100m 筑陽学園        柳川            都城農業        鹿児島情報 鹿児島情報 嘉穂            那覇西 鹿児島情報

1:03.08 1:03.09 1:04.43 1:04.81 1:04.85 1:05.06 1:05.22 1:05.24
平泳ぎ 平河　　楓  高3 吉田　拓斗  高2 榎田　大己  高2 今西　優太  高1 居石　錬成  高2 池田　航士  高3 真鍋　大作  高2 立山　　峻  高3
200m 筑陽学園        都城農業        鹿児島情報 常磐            佐賀商業 柳川            嘉穂            佐土原          

2:14.51 2:16.11 2:16.79 2:18.26 2:19.05 2:19.12 2:19.25 2:19.30
バタフライ 井上　　武  高3 原田　恒成  高3 戸田　夏海  高3 鳥取敬ノ介  高2 脇　　雄介  高2 西村　理汰  高1 東　　駿大  高2 川﨑　佑紀  高1

100m 柳川            佐賀商業 九産大九州 柳川            国分            諫早            佐伯鶴城        長崎南山        

55.36 55.95 56.51 56.97 57.28 57.32 58.30 58.72
バタフライ 井上　　武  高3 北﨑　　慎  高3 戸田　夏海  高3 鳥取敬ノ介  高2 米田　　瑠  高1 原田　恒成  高3 藤田　竜大  高3 原田　拓武  高3

200m 柳川            嘉穂            九産大九州 柳川            九州学院 佐賀商業 佐賀学園 九州学院

2:03.11 2:04.46 2:05.49 2:05.51 2:06.91 2:07.13 2:07.39 2:09.03
個人メドレー 藤原　育大  高3 早﨑　遼真  高2 久保田　匠  高3 藤田　斗優  高2 高田　航輔  高2 仲　　颯斗  高2 長川　　匠  高2 後藤　旭登  高1

200m 東福岡          鹿児島          熊本工業 東福岡          九産大九州 三潴 熊本西 上智福岡        

2:03.17 大会新 2:08.23 2:08.85 2:09.24 2:10.61 2:11.73 2:12.67 2:12.96
個人メドレー 松田　　龍  高3 藤原　育大  高3 高田　航輔  高2 早﨑　遼真  高2 長川　　匠  高2 久保田　匠  高3 藤田　斗優  高2 嶋田　裕太  高3

400m 佐賀学園 東福岡          九産大九州 鹿児島          熊本西 熊本工業 東福岡          ルーテル学院    

4:22.55 大会新 4:24.94 4:27.35 4:28.07 4:33.39 4:35.35 4:39.35 4:42.43
リレー 柳川  高 東福岡  高 鹿児島  高 九州学院  高 ルーテル学院  高 佐賀学園  高 八幡工業  高 佐賀商業  高

4×100m 井上　　武  高3 藤原　育大  高3 中村　星斗  高1 荒木　元太  高3 田上　大翔  高3 伊藤　優希  高3 久保　和輝  高2 原田　恒成  高3
狩野　恭仁  高3 小鶴　皓大  高1 岩元　大秀  高2 須藤　　颯  高1 村上　駿介  高3 古川　大晴  高2 竹内　遼平  高2 鶴木　龍二  高3
黒田　侑希  高1 酒井　陽向  高3 中村　海斗  高1 田代健太郎  高2 嶋田　裕太  高3 松田　　龍  高3 末次　龍弥  高3 高尾　虎汰  高3
池田　航士  高3 小野　祐太  高2 早﨑　遼真  高2 山下　慶悟  高2 田尻　直輝  高3 藤田　竜大  高3 髙木　春希  高3 新郷　巧海  高3

3:33.34  Fin. 3:33.81  Fin. 3:35.24  Fin. 3:35.39  Fin. 3:35.57  Fin. 3:36.03  Fin. 3:36.51  Fin. 3:37.57  Fin.
リレー 柳川  高 九産大九州  高 佐賀学園  高 東福岡  高 ルーテル学院  高 九州学院  高 大分雄城台  高 香住丘  高

4×200m 池田　航士  高3 野元　一真  高3 伊藤　優希  高3 藤原　育大  高3 田尻　直輝  高3 須藤　　颯  高1 江副しずく  高3 湯屋　泰成  高3
狩野　恭仁  高3 高田　航輔  高2 野田　京聖  高2 小鶴　皓大  高1 田上　大翔  高3 荒木　元太  高3 津﨑　海斗  高3 川原　大揮  高2
平川　真成  高2 堀内　健裕  高3 藤田　竜大  高3 酒井　陽向  高3 村上　駿介  高3 田代健太郎  高2 伊東　大稀  高3 園田翔太郎  高1
井上　　武  高3 金川　直樹  高2 松田　　龍  高3 岡崎　拓夢  高2 嶋田　裕太  高3 河津　賢宗  高1 坂田　涼人  高2 森本　　力  高3

7:45.71  Fin. 7:46.48  Fin. 7:48.08  Fin. 7:49.30  Fin. 7:49.53  Fin. 7:52.38  Fin. 7:57.15  Fin. 7:57.63  Fin.
メドレーリレー 柳川  高 東福岡  高 佐伯鶴城  高 佐賀商業  高 ルーテル学院  高 九産大九州  高 嘉穂  高 大分雄城台  高

4×100m 築地原裕人  高3 酒井　陽向  高3 御手洗大心  高2 高尾　虎汰  高3 村上　駿介  高3 濱崎　　凌  高3 古賀　治生  高3 田村　烈士  高1
池田　航士  高3 藤田　斗優  高2 三ッ股　希  高2 居石　錬成  高2 松永　将人  高2 高田　航輔  高2 真鍋　大作  高2 津﨑　海斗  高3
井上　　武  高3 藤原　育大  高3 東　　駿大  高2 原田　恒成  高3 寺嶋　大和  高2 戸田　夏海  高3 北﨑　　慎  高3 立山　拓路  高2
狩野　恭仁  高3 小野　祐太  高2 菅野　　遼  高2 鶴木　龍二  高3 田尻　直輝  高3 野元　一真  高3 入口　直樹  高2 坂田　涼人  高2

3:50.65  Fin. 3:50.66  Fin. 3:54.32  Fin. 3:54.92  Fin. 3:55.52  Fin. 3:55.84  Fin. 3:56.28  Fin. 3:57.42  Fin.

１位 ２位 ３位 ４位 ７位 ８位５位 ６位

91 九産大九州 62 佐賀学園学校対抗 柳川 93 東福岡 2936 筑陽学園 34 九州学院41 佐伯鶴城 39 ルーテル学院


