
第73回　熊本県民体育祭水泳競技大会(熊本）

2018/09/08～2018/09/09

会場  アクアドーム熊本

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
 65才以上 吉見　　茂 松岡　一則 竹内正二郎 田中　孝治 福永　政民 江藤　幸司 村本　　実 西島　憲一

上益城郡        八代市          葦北郡          熊本市          熊本市          人吉市          荒尾市          山鹿市          

36.98 39.26 39.60 40.19 43.46 46.18 48.53 48.92

竹下　聴男 岡村　　博 谷口　国明 山村　龍一 村川　　満 沼里　誠二 兼本　光司 平井　安彦

熊本市          熊本市          宇城市          山鹿市          八代市          八代郡          宇城市          天草郡          

40.39 41.62 44.18 44.59 47.63 47.83 48.08 49.42

大賀　睦朗 植田　健二 松田　正彦 福田　三継 梅木　博光 山本　安彦 山田　克巳 尾上　正文

人吉市          熊本市          八代市          葦北郡          球磨郡          熊本市          上益城郡        上天草市        

33.50 33.57 37.35 40.71 43.19 50.05 52.52 53.61

 55才以上 内田　高裕 園田　裕充 田中　正浩 坂本　一正 堀口　　晃 坂本　誠司 大園　哲郎 平木　邦昭

荒尾市          宇土市          玉名郡          菊池郡市        八代市          宇土市          葦北郡          熊本市          

34.05 35.68 37.63 38.56 38.73 39.53 40.29 40.64

曽我伸一郎 寺田鋭一郎 長西　恭一 福田　耕造 一安　浩文 平田　誠二 山下　和彦 大坪　伸一

熊本市          熊本市          菊池郡市        水俣市          山鹿市          人吉市          八代郡          球磨郡          

37.16 37.35 37.77 38.67 39.98 41.78 42.23 42.54

山川　洋一 横谷俊次郎 陶山三千也 鮒田　宗二 武田　敏則 杉本　博文 梅崎　義彦 吉田　　修

熊本市          人吉市          玉名郡          球磨郡          熊本市          天草市          玉名郡          八代市          

31.15 31.27 35.23 37.84 38.73 40.05 41.61 42.31

菊池郡市 熊本市 人吉市 宇土市 上益城郡 八代市 球磨郡 玉名郡

坂本　一正 平木　邦昭 大平　　正 園田　裕充 吉見　　茂 松岡　一則 土屋　森人 田中　正浩

長西　恭一 曽我伸一郎 森　　佳寛 伊藤　倫英 藤田　　堅 鶴田　数也 大坪　伸一 古林　敏行

二の文伸元 山川　洋一 横谷俊次郎 永原　洋一 浅野　泰成 吉田　　修 鮒田　宗二 陶山三千也

江上　倫生 寺田鋭一郎 大柿　長幸 本田　英二 前田　義弘 松田　正彦 蓑田　龍一 菅原　雄治

2:16.45  Fin. 2:20.64  Fin. 2:27.01  Fin. 2:30.46  Fin. 2:36.01  Fin. 2:40.01  Fin. 2:42.65  Fin. 2:43.92  Fin.

男子 45才以上 宮原　修司 緒方　祥浩 稲葉　一郎 本田　尋文 春木　正和 植田　伸広 湯野　　力 宮西　孝彰

人吉市          熊本市          菊池郡市        人吉市          菊池郡市        天草市          八代市          八代市          

35.03 35.88 36.49 37.70 37.93 37.99 39.80 41.62

中川　昭男 緒方　一茂 沼田　　力 橋垣　亮治 桑原　　健 藤田　孝成 瀧下　泰隆 稲尾　秀勝

熊本市          熊本市          人吉市          玉名郡          八代市          人吉市          熊本市          天草郡          

35.68 35.92 35.96 38.26 39.54 40.55 40.77 41.08
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中馬　東彦 那須　雅博 草野　充裕 大無田満浩 久保田祐司 三浦　大介 児玉　　洋

熊本市          熊本市          宇城市          球磨郡          八代市          人吉市          玉名市          

28.89 30.61 31.49 32.23 32.42 33.65 35.77

熊本市 人吉市 八代市 菊池郡市 球磨郡 荒尾市 宇土市 宇城市

緒方　祥浩 宮原　修司 湯野　　力 稲葉　一郎 久保田幸二 内田　高裕 坂本　誠司 草野　充裕

緒方　一茂 沼田　　力 桑原　　健 吉田　信二 中竹　浩介 小柳　成広 寺本猪一郎 谷口　国明

中馬　東彦 三浦　大介 久保田祐司 春木　正和 大無田満浩 石井　　明 佃　　英利 村本　征純

山内　賢治 鳥越　輝喜 深田　和宏 中橋　輝久 丸橋　勝寿 三本　浩一 橘　　孝志 鯛瀬　優一

2:07.82  Fin. 2:16.41  Fin. 2:23.85  Fin. 2:24.05  Fin. 2:30.39  Fin. 2:35.03  Fin. 2:46.50  Fin. 2:48.16  Fin.

男子 35才以上 廣野　勇介 川筋　将治 伊藤　精一 岡本　　崇 北村　崇史 観音　　諭 福永　高嗣 小谷　和幸

熊本市          熊本市          宇土市          球磨郡          菊池郡市        玉名郡          球磨郡          阿蘇郡市        

29.35 31.44 33.62 34.80 34.96 37.32 39.09 45.69

水野　顕誓 米田　拡二 辻　健太郎 免田　英郎 松本　　武 門坂　竜也 大賀　　剛 佐藤　嘉隆

熊本市          菊池郡市        人吉市          球磨郡          阿蘇郡市        八代市          玉名市          宇城市          

32.09 33.69 34.00 35.75 36.67 37.06 37.96 39.40

上田　修平 尾田　充倫 木村　光宏 平井　親志 高山　大輔 大濱　智博 北村　信二 宮崎　友和

天草郡          八代市          熊本市          球磨郡          山鹿市          熊本市          菊池郡市        天草市          

28.35 28.74 28.77 29.42 29.94 30.49 31.11 31.37

熊本市 菊池郡市 人吉市 八代市 球磨郡 宇土市 天草市 玉名市

川筋　将治 倉原　成明 本田　尋文 堀口　　晃 福永　高嗣 伊藤　精一 植田　伸広 児玉　　洋

中川　昭男 米田　拡二 辻　健太郎 門坂　竜也 宮原　孝義 竹中　　敦 平田　耕世 清田　龍介

木村　光宏 北村　信二 戸高　　健 尾田　充倫 田中友一朗 岡崎　逸郎 宮崎　友和 前田　武義

田中恒太朗 中西　　稔 山口　義明 吉尾　英樹 谷口　総志 辻本　　豊 松原　　茂 山岸　直之

2:02.23  Fin. 2:07.32  Fin. 2:12.89  Fin. 2:14.81  Fin. 2:28.76  Fin. 2:30.98  Fin. 2:31.21  Fin. 3:04.88  Fin.

男子 25才以上 長尾　彬永 岩崎　将典 永里　壽朗 平川　敬祐 小早川太郎 蜷川　正彦

八代市          熊本市          葦北郡          宇城市          八代市          山鹿市          

29.21 32.59 32.61 32.63 33.75 37.02

堂本　拓也 植松　知哉 前田　　宙 猿渡　健生 豊岡　太成 梶原　　僚 金澤　和博 明光　聖哉

八代市          上益城郡        八代市          八代市          菊池郡市        荒尾市          上益城郡        球磨郡          

33.14 33.43 33.88 33.97 35.71 35.86 35.88 37.46

大賀　貴嗣 曽我　一貴 寺下　昌吾 川本　哲朗 星子　雅彦 嶋田　成政 坂梨　寛俊 横谷　仁嗣

人吉市          熊本市          水俣市          八代市          熊本市          八代市          玉名郡          人吉市          

25.42 27.35 27.71 27.80 27.83 27.94 28.22 28.88
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熊本市 八代市 水俣市 玉名市 菊池郡市 玉名郡 宇城市 球磨郡

廣野　勇介 長尾　彬永 寺下　昌吾 弓田　　武 福永　圭将 観音　　諭 平川　敬祐 山北　照雄

水野　顕誓 堂本　拓也 福田　耕造 大賀　　剛 豊岡　太成 近藤　祐樹 佐藤　嘉隆 明光　聖哉

曽我　一貴 嶋田　成政 松本　祐真 坂梨　剛昭 前田　隆志 坂梨　寛俊 谷口　秀夫 福原　　寿

前田　裕之 猿渡　健生 大川　裕輝 福田　雅哉 吉村　純平 髙木　昌彦 塚本　健二 工藤　陽平

1:53.93  Fin. 1:56.67  Fin. 2:05.46  Fin. 2:08.26  Fin. 2:08.64  Fin. 2:11.66  Fin. 2:19.80  Fin. 2:39.78  Fin.

男子 25才未満 川村　浩平

八代市          

33.96

長田　侑真 稲葉　圭祐 山本　恒史 後藤　尭紘

阿蘇郡市        山鹿市          菊池郡市        水俣市          

32.07 33.78 34.00 37.88

池端　宏文 原本英太郎 宮崎　大知 横谷　耕成 浦田　　力

熊本市          熊本市          天草市          人吉市          水俣市          

27.55 28.54 29.28 29.93 33.36

熊本市 八代市 人吉市 球磨郡 水俣市 菊池郡市 山鹿市 天草市

岩崎　将典 川村　浩平 大賀　貴嗣 岡本　　崇 山﨑　貴生 内田　大地 蜷川　正彦 高辻　賢也

林　　佑樹 前田　　宙 横谷　耕成 免田　英郎 後藤　尭紘 山本　恒史 一安　浩文 小林　健太

池端　宏文 川本　哲朗 横谷　仁嗣 平井　親志 浦田　　力 渡邊　勇虎 稲葉　圭祐 宮崎　大知

星子　雅彦 佐々木浩人 赤池　正宏 秋丸　陽介 丸田　峻也 二の文太雲 徳丸　清二 福田　大悟

2:01.25  Fin. 2:02.36  Fin. 2:04.41  Fin. 2:09.91  Fin. 2:14.98  Fin. 2:17.52  Fin. 2:19.56  Fin. 2:26.15  Fin.

女子 菊池郡市 山鹿市 球磨郡 天草市 人吉市 水俣市 玉名市 葦北郡

石口　　幹 松村いずみ 尾方　里衣 田崎枝理子 松永　裕美 岩﨑　　綾 西田未香沙 柳川　知夏

丸山　佳織 三森　理華 大岩　瑞佳 山並　寿子 橋野　　直 山内千布美 村上　香衣 大塚　芳子

大塚二美恵 蒲生　りえ 平井　景子 益田　知恵 久保田美晴 本田　夕貴 岩田多江子 平田　優花

栃原　愛弓 米加田　愛 平野　　遥 江浦　未幸 嶋田由紀子 松本　奈菜 田口　智恵 梅林　昌子

2:25.30  Fin. 2:29.82  Fin. 2:30.10  Fin. 2:32.85  Fin. 2:36.01  Fin. 2:36.52  Fin. 2:37.09  Fin. 2:37.63  Fin.

平泳ぎ
  50m

タイム決勝

バタフライ
  50m

タイム決勝

メドレーリレー
 200m

タイム決勝

メドレーリレー
 200m

タイム決勝

メドレーリレー
 200m

タイム決勝

背泳ぎ
  50m

タイム決勝


