
令和４年度　熊本県高等学校水泳選手権（新人戦）大会 男子成績一覧表 

2022/09/03～2022/09/04

会場  熊本県熊本市熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと　２５ｍ）

1位 2位 3位 4位 5位 6位
酒井　慈英  高2 古閑　弘輝  高2 安井　絢斗  高2 辻　　大地  高1 沼川倫太朗  高2 木村　亮太  高1

済々黌          学園大付属      鎮西            城北            熊本 八代

23.38 24.09 24.11 24.37 24.70 24.84

大会新

酒井　慈英  高2 古閑　弘輝  高2 江崎　成覇  高1 沼川倫太朗  高2 江尻　琉吾  高2 佐藤　匠真  高1

済々黌          学園大付属      城北            熊本 ルーテル学院    宇土            

51.42 51.70 52.88 53.24 54.74 55.33

江崎　成覇  高1 鈴木　　煌  高2 江尻　琉吾  高2 佐藤　匠真  高1 櫻井　駿晟  高2 松浦　晃久  高2

城北            九州学院 ルーテル学院    宇土            鎮西            熊本西

1:54.38 1:57.88 1:57.90 1:58.10 2:01.03 2:02.89

井手　　葵  高2 中村　満幸  高1 鈴木　　煌  高2 櫻井　駿晟  高2 酒井　裕夢  高1 松浦　晃久  高2

九州学院 ルーテル学院    九州学院 鎮西            八代 熊本西

4:00.56 4:02.86 4:06.85 4:14.28 4:17.70 4:18.67

濱田　真誠  高2 財木　　祥  高2 福島　優太  高2 利根　真人  高2 平野陽太郎  高1 飯干　敦朗  高1

熊本西 八代工業        熊本高専熊本    済々黌          熊本商業 東稜

28.05 28.89 29.25 30.10 30.14 31.17

真崎　健伸  高1 津地　佑輔  高2 木村　亮太  高1 船曳　瑛眞  高2 渕田　陸翔  高1 安井　絢斗  高2

城北            九州学院 八代 鎮西            秀岳館          鎮西            

56.51 57.02 1:01.33 1:01.89 1:02.74 1:02.78

真崎　健伸  高1 黒木　優大  高2 濱田　真誠  高2 津地　佑輔  高2 渕田　陸翔  高1 船曳　瑛眞  高2

城北            九州学院 熊本西 九州学院 秀岳館          鎮西            

2:01.86 2:07.63 2:08.51 2:12.14 2:13.67 2:16.77

浦崎　蒼唯  高1 大久保空翔  高2 田尻　匠望  高1 塵岡　　克  高2 熊川　大智  高2 宮本　　篤  高2

熊本西 鎮西            天草 鎮西            玉名工業        第二        

30.23 30.24 30.62 30.78 31.17 31.19

岡﨑　一心  高2 窪田　晃大  高1 塵岡　　克  高2 浦崎　蒼唯  高1 黒木　敦也  高1 森田吏一郎  高2

九州学院 済々黌          鎮西            熊本西 九州学院 鎮西            

1:04.17 1:05.29 1:05.62 1:06.35 1:06.67 1:06.76

岡﨑　一心  高2 窪田　晃大  高1 黒木　敦也  高1 渡辺　悠斗  高1 森田吏一郎  高2 木村　佑真  高1

九州学院 済々黌          九州学院 熊本西 鎮西            九州学院

2:18.04 2:22.06 2:25.25 2:25.72 2:26.55 2:27.29

辻　　大地  高1 財木　　凌  高2 西　　隆志  高2 杉本　佑太  高1 岡部　英明  高2 冨山　真嗣  高1

城北            八代 人吉 熊本商業 天草 八代

25.71 25.72 26.12 27.01 27.07 27.61

大久保和温  高2 仲光　陸遥  高2 財木　　凌  高2 大宮司俊介  高2 中村　満幸  高1 財木　　祥  高2

九州学院 九州学院 八代 人吉 ルーテル学院    八代工業        

55.18 55.28 56.97 57.72 58.55 59.31

仲光　陸遥  高2 井手　　葵  高2 大久保和温  高2 大西　志庵  高2 岸田　龍馬  高1 大宮司俊介  高2

九州学院 九州学院 九州学院 熊本西 ルーテル学院    人吉

1:57.67 2:03.28 2:04.03 2:07.65 2:08.62 2:09.35

大会新

福原　悠大  高2 米田　　裕  高2 吉永　新汰  高2 迫本　昊大  高2 末永　　翔  高2 嶋村　拓海  高1

城北            九州学院 九州学院 熊本西 熊本西 文徳

2:03.99 2:09.92 2:13.95 2:17.68 2:19.42 2:21.38

福原　悠大  高2 黒木　優大  高2 米田　　裕  高2 大西　志庵  高2 中馬　直希  高1 渡辺　悠斗  高1

城北            九州学院 九州学院 熊本西 東稜 熊本西

4:26.30 4:32.77 4:32.99 4:46.70 5:15.18 5:17.22

城北  高 九州学院  高 鎮西  高 八代  高 済々黌  高 熊本西  高

福原　悠大  高2 津地　佑輔  高2 塵岡　　克  高2 冨山　真嗣  高1 酒井　慈英  高2 濱田　真誠  高2

江崎　成覇  高1 仲光　陸遥  高2 大久保空翔  高2 木村　亮太  高1 利根　真人  高2 迫本　昊大  高2

真崎　健伸  高1 大久保和温  高2 櫻井　駿晟  高2 酒井　裕夢  高1 窪田　晃大  高1 末永　　翔  高2

辻　　大地  高1 鈴木　　煌  高2 安井　絢斗  高2 財木　　凌  高2 甲斐　仁悠  高2 大西　志庵  高2

3:27.28  Fin. 3:27.51  Fin. 3:40.71  Fin. 3:40.86  Fin. 3:42.18  Fin. 3:43.22  Fin.

大会新 大会新

51.61  1st. 51.91  1st. 55.12  1st. 57.39  1st. 51.08  1st. 54.92  1st.

九州学院  高 城北  高 鎮西  高 熊本西  高 八代  高 済々黌  高

津地　佑輔  高2 真崎　健伸  高1 安井　絢斗  高2 濱田　真誠  高2 財木　　凌  高2 利根　真人  高2

岡﨑　一心  高2 福原　悠大  高2 大久保空翔  高2 浦崎　蒼唯  高1 冨山　真嗣  高1 窪田　晃大  高1

大久保和温  高2 辻　　大地  高1 大村　　祥  高2 大西　志庵  高2 酒井　裕夢  高1 長谷川翔太  高2

仲光　陸遥  高2 江崎　成覇  高1 櫻井　駿晟  高2 迫本　昊大  高2 木村　亮太  高1 酒井　慈英  高2

3:46.63  Fin. 3:48.39  Fin. 3:57.36  Fin. 3:57.61  Fin. 4:05.17  Fin. 4:05.74  Fin.

大会新 大会新

57.51  1st. 56.22  1st. 58.02  1st. 59.90  1st. 1:00.38  1st. 1:05.76  1st.
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令和４年度　熊本県高等学校水泳選手権（新人戦）大会 女子成績一覧表 
2022/09/03～2022/09/04
会場  熊本県熊本市熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと　２５ｍ）

1位 2位 3位 4位 5位 6位
原田　奈緒  高2 村上　遥香  高2 岩下あめり  高2 山本　弥佳  高2 小森未弥子  高2 豊世　真央  高2

熊本 鎮西            熊本北 鎮西            天草 第一            

27.30 29.04 29.14 29.89 30.24 30.35

藤本　彩希  高2 桑田　らら  高1 塩手　花菜  高2 村上　遥香  高2 清水　宥妃  高1 大田　怜奈  高2

八代白百合      鎮西            鎮西            鎮西            九州学院 済々黌          

1:00.73 1:01.90 1:01.98 1:02.56 1:03.05 1:03.46

永野　結笑  高2 堺　　茜恋  高2 水嶋　　優  高1 田尻　千明  高1 藤本　彩希  高2 岩﨑　月南  高2

九州学院 ルーテル学院    ルーテル学院    九州学院 八代白百合      尚絅            

2:09.38 2:09.48 2:09.63 2:11.23 2:12.03 2:13.47

永野　結笑  高2 水嶋　　優  高1 田尻　千明  高1 岩﨑　月南  高2 渡辺　紗彩  高1 渡辺　桜佳  高2

九州学院 ルーテル学院    九州学院 尚絅            尚絅            熊本西

4:29.59 4:30.12 4:35.33 4:39.94 5:00.33 5:04.92

松本　結菜  高2 高濵　　響  高2 梅木　華乃  高2 坂田　萌美  高2 西山　紫乃  高1 德増　玲香  高1

八代白百合      第一            鎮西            第二        東海星翔        学園大付属      

31.93 32.14 34.96 35.02 37.85 38.57

奥村くらら  高2 中山　花凜  高1 蓑田　佳奈  高1 高濵　　響  高2 金子　有希  高2 岩松　杏奈  高1

九州学院 九州学院 ルーテル学院    第一            熊本工業 尚絅            

1:04.44 1:07.58 1:08.03 1:09.79 1:12.69 1:12.95

奥村くらら  高2 蓑田　佳奈  高1 中山　花凜  高1 岩松　杏奈  高1 荒井　涼郁  高1 西山　紫乃  高1

九州学院 ルーテル学院    九州学院 尚絅            ルーテル学院    東海星翔        

2:19.43 2:23.13 2:25.73 2:37.12 2:42.42 2:50.50

堀田　紗弥  高2 江﨑　夏萌  高2 吉本　陽莉  高1 西嶋ひなた  高2 白瀬　七菜  高1 松岡　綾彩  高1

ルーテル学院    ルーテル学院    鎮西            熊本西 熊本北 八代

33.47 33.76 34.33 36.56 38.27 38.52

堀田　紗弥  高2 西村　嶺羽  高1 江﨑　夏萌  高2 吉本　陽莉  高1 小川　　凛  高2 塩井　花梨  高2

ルーテル学院    八代白百合      ルーテル学院    鎮西            九州学院 ルーテル学院    

1:11.72 1:13.48 1:14.61 1:14.68 1:15.16 1:17.35

西村　嶺羽  高1 小川　　凛  高2 石山　羅奈  高2 門坂　美柚  高2

八代白百合      九州学院 ルーテル学院    秀岳館          

2:37.05 2:37.73 2:44.65 2:49.26

佐藤　楓佳  高2 谷口　和花  高2 荒木向日葵  高1 戸田　麻友  高1 川内　佳音  高1 亀山　由衣  高1

熊本北 玉名 ルーテル学院    熊本高専熊本    鎮西            第二        

31.19 31.37 31.81 32.55 33.13 33.75

松本　結菜  高2 前田　深音  高1 園田　煌梨  高2 原田　奈緒  高2 一浦　真倫  高1 谷口　和花  高2

八代白百合      九州学院 八代 熊本 済々黌          玉名

1:05.28 1:05.92 1:06.74 1:07.07 1:09.97 1:10.12

前田　深音  高1 窪田　実理  高1 田上　由菜  高1

九州学院 水俣 九州学院

2:24.49 2:34.85 2:38.30

瀬津優美香  高1 桑田　らら  高1 福田陽菜花  高1 大田　怜奈  高2 一浦　真倫  高1 谷川　七星  高1

尚絅            鎮西            九州学院 済々黌          済々黌          水俣

2:21.30 2:25.99 2:26.20 2:32.13 2:36.97 2:44.34

瀬津優美香  高1 福田陽菜花  高1

尚絅            九州学院

4:55.35 5:00.73

九州学院  高 ルーテル学院  高 鎮西  高 尚絅  高 熊本北  高 熊本工業  高

奥村くらら  高2 堺　　茜恋  高2 山本　弥佳  高2 瀬津優美香  高1 岩下あめり  高2 沖本　絢音  高2

清水　宥妃  高1 堀田　紗弥  高2 村上　遥香  高2 岩松　杏奈  高1 佐藤　楓佳  高2 荒木　璃子  高1

田尻　千明  高1 江﨑　夏萌  高2 桑田　らら  高1 渡辺　紗彩  高1 成松　昊璃  高2 込山　憲乃  高2

永野　結笑  高2 水嶋　　優  高1 塩手　花菜  高2 岩﨑　月南  高2 米村　美柚  高2 金子　有希  高2

4:02.37  Fin. 4:03.71  Fin. 4:12.21  Fin. 4:14.92  Fin. 4:29.47  Fin. 4:33.59  Fin.

59.72  1st. 1:00.18  1st. 1:04.82  1st. 59.91  1st. 1:03.73  1st. 1:08.30  1st.

九州学院  高 ルーテル学院  高 鎮西  高 尚絅  高 熊本北  高 熊本工業  高

奥村くらら  高2 蓑田　佳奈  高1 塩手　花菜  高2 岩松　杏奈  高1 岩下あめり  高2 金子　有希  高2

小川　　凛  高2 堀田　紗弥  高2 吉本　陽莉  高1 瀬津優美香  高1 白瀬　七菜  高1 荒木　璃子  高1

前田　深音  高1 荒木向日葵  高1 桑田　らら  高1 岩﨑　月南  高2 佐藤　楓佳  高2 沖本　絢音  高2

永野　結笑  高2 水嶋　　優  高1 村上　遥香  高2 渡辺　紗彩  高1 浪平　　桜  高2 込山　憲乃  高2

4:26.51  Fin. 4:32.34  Fin. 4:36.25  Fin. 4:46.30  Fin. 5:01.23  Fin. 5:12.40  Fin.

1:04.47  1st. 1:08.28  1st. 1:12.60  1st. 1:13.08  1st. 1:16.53  1st. 1:12.45  1st.

自由形 
  50m 

タイム決勝

自由形 
 100m 

タイム決勝

自由形 
 200m 

タイム決勝

自由形 
 400m 

タイム決勝

背泳ぎ 
  50m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 200m 

タイム決勝

平泳ぎ 
  50m 

タイム決勝

個人メドレー 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 400m 

タイム決勝

フリーリレー 
4x100m 
決勝

メドレーリレー 
4x100m 
決勝

平泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 200m 

タイム決勝

バタフライ 
  50m 

タイム決勝

バタフライ 
 100m 

タイム決勝

バタフライ 
 200m 

タイム決勝


