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2018/09/29～2018/09/30

会場  熊本県熊本市熊本市総合屋内プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
田中　大寛  高2 中杉　勇斗  高2 菅野　　遼  高2 大森　涼奨  高2 岩元　大秀  高2 生田　悠斗  高1 新川　久遠  高2 菅田　崇斗  高1

別府翔青 常磐            佐伯鶴城        唐津商業        鹿児島 秀岳館          鹿児島第一 八幡工業        

23.15 23.72 24.07 24.25 24.28 24.65 24.76 24.86

大会新 大会新

菅野　　遼  高2 中杉　勇斗  高2 椿原　成將  高1 生田　悠斗  高1 田中　修人  高2 大森　涼奨  高2 新川　久遠  高2 矢野　鉄平  高1

佐伯鶴城        常磐            大牟田          秀岳館          瓊浦            唐津商業        鹿児島第一 宮崎日大        

51.38 52.08 52.40 53.49 53.60 53.62 53.66 53.75

大会新 大会新

坂田　涼人  高2 椿原　成將  高1 須藤　　颯  高1 久保　和輝  高2 中島　蓮斗  高1 矢野　鉄平  高1 浦田　篤志  高1 宮田　　潤  高1

大分雄城台 大牟田          九州学院 八幡工業        筑紫台          宮崎日大        甲南            熊本

1:54.33 1:54.44 1:55.41 1:56.53 1:56.67 1:57.07 1:57.88 1:58.40

高田　航輔  高2 金川　直樹  高2 坂田　涼人  高2 野田　京聖  高2 須藤　　颯  高1 水上　瑠日  高1 冨田遼太郎  高2 岡崎　拓夢  高2

九産大九州 九産大九州 大分雄城台 佐賀学園 九州学院 ルーテル学院    東福岡          東福岡          

4:02.51 4:05.63 4:05.77 4:06.55 4:07.16 4:10.55 4:12.23 4:13.16

辻　　泰成  高2 廣瀬　仁人  高2 松本　健斗  高2 濵本　勝己  高2 矢冨　　忍  高2 本田　湧也  高1 前川　飛希  高1 岩本　太良  高2

三池            鹿児島情報 熊本西 春日            朝倉            八女            唐津商業        三潴

27.70 28.06 28.49 28.54 29.07 29.16 29.17 29.40

御手洗大心  高2 小鶴　皓大  高1 村上賢之慎  高1 松本　健斗  高2 辻　　泰成  高2 濵本　勝己  高2 篠原　晃希  高2 田村　烈士  高1

佐伯鶴城        東福岡          熊本西 熊本西 三池            春日            国分            大分雄城台

57.45 58.11 59.11 1:00.91 1:01.41 1:01.43 1:02.07 1:02.21

村上賢之慎  高1 金川　直樹  高2 御手洗大心  高2 小鶴　皓大  高1 中村　星斗  高1 田村　烈士  高1 中島　蓮斗  高1 篠原　晃希  高2

熊本西 九産大九州 佐伯鶴城        東福岡          鹿児島 大分雄城台 筑紫台          国分            

2:06.49 2:07.62 2:08.20 2:09.50 2:12.70 2:13.38 2:14.06 2:15.64

松永　将人  高2 隈部　飛鴻  高1 髙口　　晟  高2 東藤　稜晟  高2 井手　貴友  高2 萩之内　大  高2 城ヶ崎竜也  高2 藤山純太朗  高1

ルーテル学院    八代 大牟田          佐伯鶴城        北九州高専      甲南            加世田 第一            

29.60 30.84 31.02 31.07 31.24 31.30 31.43 31.48

後藤　旭登  高1 吉田　拓斗  高2 榎田　大己  高2 真鍋　大作  高2 今西　優太  高1 酒井　大和  高2 松永　将人  高2 二又川晃哉  高1

上智福岡        都城農業        鹿児島情報 嘉穂            常磐            天草 ルーテル学院    鹿児島

1:03.72 1:03.74 1:04.81 1:04.98 1:05.02 1:05.12 1:06.10 1:06.29

吉田　拓斗  高2 榎田　大己  高2 真鍋　大作  高2 居石　錬成  高2 今西　優太  高1 酒井　大和  高2 後藤　旭登  高1 山本　怜央  高2

都城農業        鹿児島情報 嘉穂            佐賀商業 常磐            天草 上智福岡        鳥栖

2:16.74 2:18.49 2:20.20 2:21.08 2:21.63 2:21.84 2:22.75 2:25.67
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2018/09/29～2018/09/30

会場  熊本県熊本市熊本市総合屋内プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
岩元　大秀  高2 寺嶋　大和  高2 野口　太一  高2 仲　　颯斗  高2 東　　駿大  高2 貴戸　海翔  高1 田中　　元  高1 松尾　綾斗  高1

鹿児島 ルーテル学院    小倉西          三潴 佐伯鶴城        常磐            筑紫中央        久留米商業

25.40 26.09 26.28 26.32 26.75 27.17 27.22 27.27

鳥取敬ノ介  高2 西村　理汰  高1 立山　拓路  高2 田代健太郎  高2 脇　　雄介  高2 小野　祐太  高2 東　　駿大  高2 寺嶋　大和  高2

柳川            諫早            大分雄城台 九州学院 国分            東福岡          佐伯鶴城        ルーテル学院    

56.70 56.71 57.48 57.61 57.73 57.76 57.89 58.06

鳥取敬ノ介  高2 西村　理汰  高1 米田　　瑠  高1 立山　拓路  高2 三村　颯太  高1 田代健太郎  高2 黒田　侑希  高1 宮坂　慶眞  高1

柳川            諫早            九州学院 大分雄城台 東福岡          九州学院 柳川            香住丘          

2:05.45 2:06.98 2:08.24 2:08.40 2:09.53 2:10.38 2:10.57 2:10.72

田中　大寛  高2 藤田　斗優  高2 早﨑　遼真  高2 長川　　匠  高2 黒木　　駿  高2 白石　裕己  高2 中本　和馬  高1 平川　真成  高2

別府翔青 東福岡          鹿児島 熊本西 宮崎日大        三潴 修猷館          柳川            

2:04.68 2:06.11 2:07.94 2:09.84 2:11.17 2:12.97 2:13.16 2:14.24

高田　航輔  高2 早﨑　遼真  高2 藤田　斗優  高2 長川　　匠  高2 平川　真成  高2 中本　和馬  高1 松永　大和  高1 白石　裕己  高2

九産大九州 鹿児島 東福岡          熊本西 柳川            修猷館          九州学院 三潴

4:25.08 4:29.02 4:30.47 4:33.29 4:44.34 4:48.10 4:48.21 4:48.60

鹿児島  高 九州学院  高 東福岡  高 大分雄城台  高 八幡工業  高 別府翔青  高 佐伯鶴城  高 香住丘  高

中村　星斗  高1 須藤　　颯  高1 岡崎　拓夢  高2 立山　拓路  高2 久保　和輝  高2 田中　大寛  高2 東　　駿大  高2 前田　匠海  高2

岩元　大秀  高2 田代健太郎  高2 小野　祐太  高2 田村　烈士  高1 竹内　遼平  高2 小野　文殊  高1 御手洗大心  高2 園田翔太郎  高1

中村　海斗  高1 山下　慶悟  高2 藤田　斗優  高2 佐藤　　凜  高1 菅田　崇斗  高1 谷井虎太郎  高1 東藤　稜晟  高2 河津　篤郎  高1

早﨑　遼真  高2 工藤　奏汰  高1 小鶴　皓大  高1 坂田　涼人  高2 山中　柊馬  高1 松川　平蔵  高1 菅野　　遼  高2 川原　大揮  高2

3:35.65  Fin. 3:37.90  Fin. 3:38.87  Fin. 3:39.70  Fin. 3:39.75  Fin. 3:39.94  Fin. 3:42.62  Fin. 3:43.47  Fin.

54.63  1st. 54.26  1st. 55.45  1st. 55.02  1st. 54.18  1st. 51.03  1st. 55.85  1st. 55.80  1st.

佐伯鶴城  高 鹿児島  高 東福岡  高 九産大九州  高 常磐  高 鹿児島情報  高 九州学院  高 大分雄城台  高

御手洗大心  高2 早﨑　遼真  高2 小鶴　皓大  高1 金川　直樹  高2 中杉　勇斗  高2 廣瀬　仁人  高2 米田　　瑠  高1 田村　烈士  高1

三ッ股　希  高2 二又川晃哉  高1 藤田　斗優  高2 岡部　眞之  高2 今西　優太  高1 榎田　大己  高2 長森　　陸  高1 後藤　俊亮  高1

東　　駿大  高2 岩元　大秀  高2 小野　祐太  高2 濱野　真拡  高2 神﨑　大空  高2 中園　剛志  高1 田代健太郎  高2 立山　拓路  高2

菅野　　遼  高2 中村　海斗  高1 岡崎　拓夢  高2 高田　航輔  高2 岩本　拓巳  高1 下野　将輝  高2 須藤　　颯  高1 坂田　涼人  高2

3:52.73  Fin. 3:56.16  Fin. 3:56.73  Fin. 4:00.30  Fin. 4:01.67  Fin. 4:02.00  Fin. 4:02.16  Fin. 4:02.40  Fin.

57.82  1st. 59.46  1st. 58.78  1st. 1:00.48  1st. 59.87  1st. 1:01.96  1st. 1:03.94  1st. 1:02.59  1st.
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2018/09/29～2018/09/30

会場  熊本県熊本市熊本市総合屋内プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
大　分  高 福　岡  高 鹿児島  高 熊　本  高 佐　賀  高 宮　崎  高 長　崎  高

田中　大寛  高2 中杉　勇斗  高2 岩元　大秀  高2 生田　悠斗  高1 大森　涼奨  高2 山田　遼河  高2 田中　修人  高2

坂田　涼人  高2 菅田　崇斗  高1 中村　海斗  高1 石上　怜雅  高2 居石　錬成  高2 矢野　鉄平  高1 井手　琢也  高1

山中　大和  高2 竹内　遼平  高2 新川　久遠  高2 寺嶋　大和  高2 筒井　大翔  高2 友石　渓司  高2 川﨑　佑紀  高1

菅野　　遼  高2 椿原　成將  高1 早﨑　遼真  高2 宮田　　潤  高1 古川　大晴  高2 吉田　拓斗  高2 西村　理汰  高1

1:34.37  Fin. 1:35.53  Fin. 1:36.42  Fin. 1:37.36  Fin. 1:38.76  Fin. 1:39.01  Fin. 1:39.43  Fin.

大会新

22.81  1st. 23.63  1st. 24.18  1st. 24.20  1st. 23.97  1st. 25.01  1st. 25.12  1st.
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