
2019（令和元）年度 熊本県高等学校総合体育大会結果

　ルーテル学院高等学校

水泳競技　（女子総合8連覇，8位入賞者はインターハイ出場をかけて九州大会に出場）

　女子総合 優勝 （135点） 女子水泳部

女子 4x100m フリーリレー 　3'58''36 第1位（大会新） 田上 舞美 高2

古木 遥香 高3

上野 琴音 高1

村上 佳澄 高2

女子 4x200m フリーリレー 　8'37''86 第1位 田上 舞美 高2

村上 佳澄 高2

上野 琴音 高1

古木 遥香 高3

女子 50m 自由形 0'26''36 第1位（大会新） 田上 舞美 高2

女子 100m 自由形 0'57''35 第1位 田上 舞美 高2

女子 100m 背泳ぎ 1'06''35 第1位 上野 琴音 高1

女子 200m 背泳ぎ 2'22''85 第2位 上野 琴音 高1

女子 200m 個人メドレー 　 2'21''55 第2位 古木 遥香 高3

女子 400m 個人メドレー 　 5'03''43 第2位 古木 遥香 高3

女子 200m 自由形 2'13''57 第2位 村上 佳澄 高2

女子 100m 自由形 1'01''19 第3位 村上 佳澄 高2

女子 200m 平泳ぎ 2'36''53 第2位 山口 莉央 高3

女子 100m 平泳ぎ 1'16''00 第4位 山口 莉央 高3

女子 100m 背泳ぎ 1'08''71 第3位 西田 清乃 高3

女子 200m 背泳ぎ 2'28''39 第3位 西田 清乃 高3

女子 100m バタフライ 1'04''60 第3位 上田 麻琴 高1

女子 200m バタフライ 2'25''33 第3位 上田 麻琴 高1

女子 200m 背泳ぎ 2'31''90 第4位 山本 珠鈴 高2

女子 100m 背泳ぎ 1'12''09 第5位 山本 珠鈴 高2

　男子総合 第3位 （101点） 男子水泳部

男子 4x100m フリーリレー 　3'48''29 第3位 衛藤 隼 高1

坂口 歩夢 高1

松永 龍士 高1

水上 瑠日 高2

男子 4x200m フリーリレー 　8'18''11 第3位 水上 瑠日 高2

工藤 愛斗 高1

衛藤 隼 高1

松永 龍士 高1

男子 4x100m メドレーリレー 　4'08''43 第3位 松永 龍士 高1

松永 将人 高3

衛藤 隼 高1

水上 瑠日 高2



男子 400m 自由形 4'02''35 第1位（大会新） 水上 瑠日 高2

男子 1500m 自由形 16'11''09 第1位 水上 瑠日 高2

男子 100m バタフライ 0'57''10 第1位 寺嶋 大和 高3

男子 50m 自由形 0'24''79 第2位 寺嶋 大和 高3

男子 100m 平泳ぎ 1'05''21 第1位 松永 将人 高3

男子 200m 平泳ぎ 2'25''29 第5位 松永 将人 高3

男子 400m 個人メドレー 　 4'55''72 第5位 松永 龍士 高1

男子 100m 平泳ぎ 1'08''08 第6位 板橋 佑真 高2

男子 200m 平泳ぎ 2'29''56 第6位 板橋 佑真 高2

男子 100m 背泳ぎ 1'05''06 第6位 衛藤 隼 高1

ソフトテニス競技　（男子団体，吉井･平田ペアは九州大会及びインターハイ出場）

男子団体 優勝 男子ソフトテニス部

個人（ペア） 第3位 吉井 友将 高3

平田 仁 高2

少林寺拳法競技　（森本姉弟，上白石･寺本ペアは九州大会及びインターハイ出場）

女子自由単独演武 第1位 森本 美七海 高3

男子自由単独演武 第1位 森本 勇己 高1

男子自由組演武 第2位 上白石空我 高2

寺本 隼 高2

女子自由組演武 第4位 橋本 光優 高1

橋本 凜 高2

陸上競技　（川野･大保の2名はインターハイ出場をかけて南九州大会に出場）

女子1500m　 4'33''19 第2位 川野 朱莉 高2

女子3000m　 9'37''90 第3位 大保 桜 高2

サッカー競技　 男子 第3位 男子サッカー部

バレーボール競技　（ベスト8で天皇杯出場権を獲得。6/9県天皇杯にて準優勝）

ベスト8 男子バレーボール部

なぎなた競技　（九州大会出場をかけたリーグ戦で2位に入り九州大会出場）

女子個人試合 九州大会出場 緒方 ゆい 高1


