




第68回九州地区大学体育大会水泳競技                     男子成績一覧表 

2018/06/23 ～ 2018/06/24

会場  福岡市総合西市民プール   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 池田　彪流 大3 荒木　友輔 大1 井出　大智 大1 小西　悠友 大4 武田　拓士 大4 迫　　海寿 大2 阿部　拓夢 大2 佐原　風馬 大2

50m 久留米工業大 久留米工業大 九州共立大 別府大 鹿児島国際大 熊本学園大 別府大 九産大

決勝 25.47 25.94 25.97 26.13 26.50 26.57 26.72 26.76

自由形 兼崎　瑛登 大1 池田　彪流 大3 乙吉　海人 大3 井出　大智 大1 窪　海史郎 大1 荒木　友輔 大1 堀井　能宏 大3 佐原　風馬 大2

100m 久留米大 久留米工業大 西南学院大 九州共立大 九州工業大 久留米工業大 北九州市立大 九産大

決勝 54.30 54.67 55.83 57.01 57.99 59.53 1:00.21 1:00.49

自由形 兼崎　瑛登 大1 野口　雅輝 大1 西詰　宗平 大3 大我　耀平 大1 鬼丸　拓也 大1 乙吉　海人 大3 園田　恭平 大2 緒方　和樹 大3

200m 久留米大 久留米工業大 九産大 九州共立大 九州共立大 西南学院大 久留米工業大 久留米工業大

決勝 1:57.51 1:57.96 1:58.22 2:00.44 2:02.30 2:04.52 2:05.44 2:06.52

自由形 野口　雅輝 大1 西詰　宗平 大3 大我　耀平 大1 鬼丸　拓也 大1 緒方　和樹 大3 山下健太郎 大1 古賀　英都 大1

400m 久留米工業大 九産大 九州共立大 九州共立大 久留米工業大 西南学院大 西南学院大

タイム決勝 4:15.09 4:15.16 4:16.13 4:17.67 4:28.47 4:39.63 4:41.17

自由形 筒井　龍哉 大1

1500m 別府大

タイム決勝 29:42.08 Fin.

15:39.86 800

背泳ぎ 長松　　宝 大2 平原　拓馬 大3 勝林　義達 大3 見潮　輝気 大2 岩本　啓太 大4 別府　広一 大1 上野　敏弥 大3

100m 久留米工業大 久留米工業大 西南学院大 西南学院大 西南学院大 久留米大 福岡工業大

タイム決勝 1:00.89 1:02.19 1:02.56 1:03.09 1:04.18 1:07.63 1:10.55

背泳ぎ 見潮　輝気 大2 勝林　義達 大3 坂本　一真 大2 山下健太郎 大1 長野俊太朗 大3

200m 西南学院大 西南学院大 福岡工業大 西南学院大 九州工業大

タイム決勝 2:17.45 2:20.96 2:28.49 2:28.82 2:32.44

平泳ぎ 角田　武漢 大3 杉本　海輝 大1 日下部国士 大1 鳥居　孝純 大2 松久保祐亮 大3 松本　祐太 大2 馬場　大地 大6 穴見　仁志 大1

100m 九州共立大 西南学院大 久留米大 西南学院大 九産大 久留米工業大 久留米大 九産大

決勝 1:03.07 1:05.00 1:06.61 1:06.95 1:07.24 1:10.29 1:11.87 1:12.58

平泳ぎ 角田　武漢 大3 日下部国士 大1 吉田　昂生 大2 松本　祐太 大2 馬場　大地 大6 穴見　仁志 大1 鮫島　宏哉 大1 上石　　航 大1

200m 九州共立大 久留米大 西南学院大 久留米工業大 久留米大 九産大 西南学院大 九州工業大

タイム決勝 2:21.67 2:27.65 2:31.76 2:32.17 2:34.81 2:41.81 2:50.98 3:29.37
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第68回九州地区大学体育大会水泳競技                     男子成績一覧表 

2018/06/23 ～ 2018/06/24

会場  福岡市総合西市民プール   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 澤村　英輔 大1 永安　千紘 大3 鐘江将大郎 大2 清水　流河 大2 春口　祐志 大1 山中　隆人 大3 森　　祐貴 大3 平嶋　颯太 大3

100m 久留米大 久留米工業大 久留米工業大 西南学院大 九産大 久留米工業大 福岡工業大 久留米大

決勝 57.95 58.92 59.30 1:00.02 1:00.05 1:00.39 1:01.16 1:01.54

バタフライ 澤村　英輔 大1 永安　千紘 大3 鐘江将大郎 大2 平嶋　颯太 大3 春口　祐志 大1 江藤　　輝 大2 山中　隆人 大3 藤原　圭吾 大3

200m 久留米大 久留米工業大 久留米工業大 久留米大 九産大 九産大 久留米工業大 九州工業大

タイム決勝 2:08.37 2:11.04 2:12.49 2:19.30 2:20.91 2:22.72 2:23.07 2:31.98

個人メドレー 福島　貴博 大2 吉田　昂生 大2 園田　恭平 大2 川畑真之介 大3 碓井　幹英 大1 窪　海史郎 大1 安達　大翔 大1

200m 久留米大 西南学院大 久留米工業大 西南学院大 熊本学園大 九州工業大 九州工業大

タイム決勝 2:16.68 2:24.32 2:24.69 2:27.84 2:28.26 2:39.64 3:33.34

個人メドレー 平原　拓馬 大3 鳥居　孝純 大2 藤田　一希 大2

400m 久留米工業大 西南学院大 西南学院大

タイム決勝 4:51.88 5:00.49 5:58.59

リレー 久留米工業大 大 久留米大 大 九産大 大 西南学院大 大 福岡工業大 大 九州工業大 大 別府大 大

400m 池田　彪流 大3 兼崎　瑛登 大1 西詰　宗平 大3 見潮　輝気 大2 谷口　悠大 大3 雨宮　大地 大2 阿部　拓夢 大2

タイム決勝 野口　雅輝 大1 澤村　英輔 大1 春口　祐志 大1 鳥居　孝純 大2 森　　祐貴 大3 津崎　友哉 大1 和田　凱斗 大3

園田　恭平 大2 原田　　武 大2 松久保祐亮 大3 古賀　英都 大1 惣土　　隼 大1 藤原　圭吾 大3 村上　雄哉 大2

平原　拓馬 大3 福島　貴博 大2 佐原　風馬 大2 乙吉　海人 大3 坂本　一真 大2 長野俊太朗 大3 小西　悠友 大4

3:40.88 Fin. 3:44.58 Fin. 3:48.39 Fin. 3:49.86 Fin. 4:12.08 Fin. 4:15.93 Fin. 4:22.48 Fin.

   56.08 1st.    54.07 1st.    54.81 1st.    57.53 1st.  1:00.40 1st.  1:03.63 1st.    59.71 1st.

リレー 久留米工業大 大 西南学院大 大 九州工業大 大

800m 永安　千紘 大3 山下健太郎 大1 藤原　圭吾 大3

タイム決勝 野口　雅輝 大1 乙吉　海人 大3 窪　海史郎 大1

池田　彪流 大3 古賀　英都 大1 津崎　友哉 大1

平原　拓馬 大3 見潮　輝気 大2 雨宮　大地 大2

8:11.25 Fin. 8:24.95 Fin. 9:50.69 Fin.

 2:00.81 1st.  2:07.77 1st.  2:23.14 1st.
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第68回九州地区大学体育大会水泳競技                     男子成績一覧表 

2018/06/23 ～ 2018/06/24

会場  福岡市総合西市民プール   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

メドレーリレー 西南学院大 大 久留米大 大 久留米工業大 大 九産大 大 福岡工業大 大 九州工業大 大 別府大 大

400m 勝林　義達 大3 福島　貴博 大2 長松　　宝 大2 西詰　宗平 大3 上野　敏弥 大3 長野俊太朗 大3 村上　雄哉 大2

タイム決勝 杉本　海輝 大1 日下部国士 大1 荒木　友輔 大1 松久保祐亮 大3 宮崎　仁啓 大1 雨宮　大地 大2 小西　悠友 大4

清水　流河 大2 澤村　英輔 大1 野口　雅輝 大1 春口　祐志 大1 森　　祐貴 大3 藤原　圭吾 大3 阿部　拓夢 大2

見潮　輝気 大2 兼崎　瑛登 大1 平原　拓馬 大3 清水　直哉 大3 谷口　悠大 大3 大倉　悠生 大3 和田　凱斗 大3

3:59.94 Fin. 4:02.40 Fin. 4:06.46 Fin. 4:13.40 Fin. 4:32.50 Fin. 4:49.48 Fin. 5:11.10 Fin.

 1:02.47 1st.  1:04.57 1st.  1:00.90 1st.  1:04.50 1st.  1:10.28 1st.  1:10.21 1st.  1:31.08 1st.
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第68回九州地区大学体育大会水泳競技                     女子成績一覧表 

2018/06/23 ～ 2018/06/24

会場  福岡市総合西市民プール   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 立花　朋佳 大1 坂口　綾咲 大2 福島　香織 大2 宗　亜美香 大1 相原　実結 大1 黒田　紘加 大1 川上　桃佳 大1 保利みずほ 大2

50m 西南女学院大 西日本短大 西日本短大 西南学院大 西南女学院大 西南学院大 西南女学院大 久留米大

決勝 28.31 28.33 28.41 30.40 32.99 33.07 33.26 40.26

自由形 坂口　綾咲 大2 稲益　詩乃 大3 和泉奈津美 大3 宗　亜美香 大1 保利みずほ 大2

100m 西日本短大 西南学院大 西南学院大 西南学院大 久留米大

タイム決勝 1:00.93 1:05.39 1:07.25 1:09.40 1:36.77

自由形 芦刈江里奈 大2 稲益　詩乃 大3 和泉奈津美 大3 有川　陽香 大2

200m 別府溝部短大 西南学院大 西南学院大 西南学院大

タイム決勝 2:19.62 2:26.02 2:26.90 2:49.75

自由形 池﨑　美弥 大1 芦刈江里奈 大2 上久保明日実 大1 高橋　実里 大2

400m 別府溝部短大 別府溝部短大 九州共立大 西日本短大

タイム決勝 4:49.00 4:53.17 4:53.25 5:17.44

自由形 上久保明日実 大1 高橋　実里 大2 奴留湯さや 大2

800m 九州共立大 西日本短大 別府溝部短大

タイム決勝 10:14.08 10:53.40 11:32.73

背泳ぎ 木下美菜子 大2 小島実早季 大4 奴留湯さや 大2 有川　陽香 大2 苑田　知里 大2 吉松　茉耶 大1

100m 別府溝部短大 西南学院大 別府溝部短大 西南学院大 西日本短大 福岡工業大

タイム決勝 1:12.07 1:16.81 1:20.74 1:25.06 1:27.83 1:58.68

背泳ぎ 木下美菜子 大2

200m 別府溝部短大

タイム決勝 2:33.53

平泳ぎ 石澤　芹那 大1 松本穂乃佳 大4 黒田　紘加 大1 齊藤ひかり 大1

100m 別府溝部短大 西南学院大 西南学院大 西南学院大

タイム決勝 1:16.37 1:24.24 1:37.81 1:53.08

平泳ぎ 石澤　芹那 大1

200m 別府溝部短大

タイム決勝 2:42.74

バタフライ 野口紗也加 大2

100m 別府溝部短大

タイム決勝 1:07.78
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第68回九州地区大学体育大会水泳競技                     女子成績一覧表 

2018/06/23 ～ 2018/06/24

会場  福岡市総合西市民プール   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

個人メドレー 野口紗也加 大2 廣田あかり 大3 佐藤萌々子 大2

200m 別府溝部短大 西南学院大 西日本短大

タイム決勝 2:32.62 2:33.54 2:39.20

個人メドレー 池﨑　美弥 大1 廣田あかり 大3

400m 別府溝部短大 西南学院大

タイム決勝 5:28.36 5:33.59

リレー 別府溝部短大 大 西日本短大 大 西南学院大 大

200m 野口紗也加 大2 坂口　綾咲 大2 稲益　詩乃 大3

タイム決勝 池﨑　美弥 大1 佐藤萌々子 大2 小島実早季 大4

石澤　芹那 大1 高橋　実里 大2 和泉奈津美 大3

芦刈江里奈 大2 福島　香織 大2 廣田あかり 大3

1:55.97 Fin. 1:57.31 Fin. 1:59.65 Fin.

   29.08 1st.    28.35 1st.    30.31 1st.

リレー 別府溝部短大 大 西南学院大 大 西日本短大 大

400m 野口紗也加 大2 稲益　詩乃 大3 高橋　実里 大2

タイム決勝 芦刈江里奈 大2 小島実早季 大4 坂口　綾咲 大2

池﨑　美弥 大1 和泉奈津美 大3 佐藤萌々子 大2

木下美菜子 大2 廣田あかり 大3 苑田　知里 大2

4:18.69 Fin. 4:24.29 Fin. 4:28.86 Fin.

 1:03.25 1st.  1:06.80 1st.  1:08.91 1st.

メドレーリレー 別府溝部短大 大 西南学院大 大 西日本短大 大

400m 野口紗也加 大2 有川　陽香 大2 苑田　知里 大2

タイム決勝 石澤　芹那 大1 松本穂乃佳 大4 高橋　実里 大2

池﨑　美弥 大1 廣田あかり 大3 佐藤萌々子 大2

芦刈江里奈 大2 稲益　詩乃 大3 坂口　綾咲 大2

4:45.49 Fin. 5:03.41 Fin. 5:13.03 Fin.

 1:10.92 1st.  1:23.93 1st.  1:28.70 1st.
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