
令和元年度 高体連報告書 水泳専門部 

１ はじめに  

令和元年度の専門部諸行事も、関係各位

のご指導、ご支援により無事終了すること

ができました。本年度は、プールの建設工

事に伴い佐賀県高校総体が短水路での開催

となりましたが、関係団体の皆様のご協力

により、盛大な中に大会を無事終了するこ

とができました。改めまして、心よりお礼

を申し上げます。 

 競泳では、全国高校総体において、大森

涼奨 （唐商）が 50m 自由形で 3 位に入賞

し、県勢としては、3年連続の決勝進出と 2

年連続の表彰台となりました。また、飛込

では、同じく全国高校総体において、村山 

聖来（致遠）が高飛込と飛板飛込の 2 種目

で 5 位に入賞を果たし、女子の学校別対抗

においても 3 位となりました。プールの建

設工事に伴い、例年に比べ県内大会や練習

環境には恵まれない部分もありましたが、

逆境を乗り越えて、選手諸君が大舞台で活

躍してくれたことを大変嬉しく思います。   

今後とも関係団体のご協力のもと、競

泳・飛込・水球それぞれ競技特性は異なり

ますが、三者間の連携を一層図り、強化、

普及、健全育成に取り組んでいく所存です。 

 

２ 一年間を振り返って 

<競泳> 

佐賀県高校総体では、佐賀商業との僅差

の闘いを制した佐賀学園が、男女共に総合

優勝を果たしました。男子は 2 年ぶり、女

子は 3年連続の総合優勝となりました。 

九州高校水泳競技大会では、男子は、大

森涼奨 （唐商）が 50m 自由形において大

会新記録で優勝したほか、野田京聖（佐学）

が 1500m 自由形で優勝、居石錬成（佐商)

が 200m平泳ぎで 3位に入賞しました。 

女子では、藤井みなみ（佐学）が 400m

自由形と 800m 自由形の 2 種目で優勝した

ほか、末廣真生（佐商)が 100m、200m 背

泳ぎの 2 種目で 2 位、宮崎彩子（佐商）が

800m自由形で 2位、400m自由形で 3位、

高本彩未（佐学）が 200m 自由形で 3 位に

入賞しました。男女共に個人の活躍が目立

ち、また好記録が多く樹立され、実りある

大会となりました。 

全国高校総体では、大森涼奨 （唐商）が

50m自由形において、自己ベストを更新し

て 3 位入賞を果たし、地元九州で開催され

た熊本の会場を大いに沸かせてくれました。 

来年度は、全国高校総体において県勢か

ら４年連続の決勝進出を狙うことを目標と

し、各校連携のもと選手と指導者が一体と

なって努力してまいります。 

<飛込> 

 本年度は、全国高校総体において、村山

（致遠館１年）が 3m 飛板飛込と高飛込に

出場した。両種目において５位入賞を果た

した。また、学校別対抗でも３位に入賞す

ることができた。今年度は県内に練習施設

がない中で、計画的な年間の強化事業が実

を結ぶかたちとなった。来年度は、優勝を

目指して日々の練習に取り組みたい。 

大会成績 

 ●全九州高等学校選手権飛込競技大会 

日 時：６月８日（土）、９日（日） 

場 所：福岡県立総合プール 

出場者：村山聖来（致遠館１年） 

成 績：３ｍ飛板飛込 １位 265.85点 

 高飛込    １位 264.05点 

        学校総合   １位 



●平成３１年度第４８回全九州高等学校

飛込競技大会 

日 時：７月１３日（土）、１４日（日） 

場 所：鴨池公園水泳プール 

出場者：村山聖来（致遠館１年） 

成 績：３ｍ飛板飛込 １位 484.80点 

高飛込     １位 389.10点 

        学校総合   １位 

●令和元年度全国高等学校総合体育大会

水泳競技大会飛込競技 

日 時：８月１７日（土）〜２０日（火） 

場 所：沖縄県立奥武山水泳プール 

出場者：村山聖来（致遠館１年） 

成 績：３ｍ飛板飛込 ５位 412.40点 

高飛込     ５位 382.35点 

             学校総合   ３位 

 

 

 

 

 

 

＜水球＞ 

 今年度のチームの結果としては、全九

州高等学校水球競技（末弘杯）では、シー

ドを有しながら予選リーグ敗退となってし

まった。また、全国大会をかけて臨んだ全

九州高等学校体育大会であったが、ベスト

８で敗れてしまった。個人としては、全国

高体連水泳専門部国際交流事業としてバル

セロナ遠征の全日本代表選手として井上凱

登（佐賀東２年）が選出された。日本代表

選手として活躍することを期待している。 

●全九州高等学校水球競技大会 

佐賀東 6 － 11 筑前 

佐賀東 10 – 6 福岡 

佐賀東 0 – 10 長崎工業 

結果：予選リーグ敗退 

●全九州高等学校体育大会水球競技 

佐賀東 14 – 7 熊本国府 

佐賀東 5 – 23 長崎工業 

結果：九州ベスト８ 

●九州高等学校新人水球競技大会 

佐賀東 6 – 12 長崎工業 

結果：初戦敗退 



期日 ； 平成30年9月29日(土)

会場 ；アクアドーム熊本

大森　涼奨 唐津商業 24.25：(4) 4位 宮﨑　彩子 佐賀商業 2:09.91：(6) 6位
大森　涼奨 唐津商業 53.62：(6) 6位 藤井みなみ 佐賀学園 2:10.45：(8) 8位
野田　京聖 佐賀学園 4:06.55：(4) 4位 藤井みなみ 佐賀学園 4:29.34：(3) 3位
前川　飛希 唐津商業 29.17：(7) 7位 森田　真維 佐賀商業 4:30.38：(4) 4位
居石　錬成 佐賀商業 2:21.08：(4) 4位 宮﨑　彩子 佐賀商業 4:31.35：(6) 6位
山本　怜央 鳥　　　栖 2:25.67：(8) 8位 末廣　真生 佐賀商業 1:04.73：(2) 2位

末廣　真生 佐賀商業 2:19.06：(2) 2位
髙本　彩未 佐賀学園 2:25.50：(7) 7位
山口　　遼 佐賀学園 1:04.89：(6) 6位
山口　　遼 佐賀学園 2:25.50：(7) 7位
原口　礼奈 佐賀学園 2:31.25：(6) 6位
原口　礼奈 佐賀学園 5:13.31：(3) 3位
永島　莉子 佐賀学園 5:17.21：(4) 4位

佐賀学園チーム 髙本　彩未 4:06.59：(2) 2位

藤井みなみ

山口　　遼

永島　莉子

佐賀商業チーム 山口　伊織 4:07.65：(5) 5位

宮﨑　彩子

森田　真維

於保　 葵 　

佐賀学園チーム 髙本　彩未 4:32.33：(6) 6位

貞木　杏子

山口　　遼
藤井みなみ

佐賀商業チーム 末廣　真生 4:32.45：(7) 7位

宮﨑　彩子
末永紗也佳

山口　伊織

総合

佐賀学園 48点 3位

佐賀商業 37点 7位

平成30年度　第80回末弘杯　全九州高等学校選手権新人水泳競技大会

男子 女子
50m自由形 ﾀｲﾑ決勝 200m自由形 ﾀｲﾑ決勝

100m自由形 ﾀｲﾑ決勝 200m自由形 ﾀｲﾑ決勝

200m個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

4x100mメドレーリレー ﾀｲﾑ決勝

4x100mメドレーリレー ﾀｲﾑ決勝

400m自由形 ﾀｲﾑ決勝

200m平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

200m平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

50m背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

4x100mフリーリレー ﾀｲﾑ決勝

200m背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

100mバタフライ ﾀｲﾑ決勝

200mバタフライ ﾀｲﾑ決勝

4x100mフリーリレー ﾀｲﾑ決勝

400m個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

400m個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

400m自由形 ﾀｲﾑ決勝

400m自由形 ﾀｲﾑ決勝

400m自由形 ﾀｲﾑ決勝

100m背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

200m背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝



期日 ； 令和元年6月1日(土)・2日(日)

会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

期日 種目
1 2 3 1 2 3

高3 高3 高2 高1 高2 高2

1 2 3 1 2 3
高3 高3 高2 高1 高2 高3

1 2 3 1 2 3
高3 高3 高2 高3 高1 高3

1 2 3 1 2 3
高3 高2 高2 高3 高2 高2

1 2 1 2 3
高3 高1 高3 高2 高1

1 2 3 1 2 3
高2 高3 高3 高2 高3 高1

1 2 3 1 2 3
高2 高3 高3 高2 高3 高2

1 2 3 1 2 3
高3 高2 高3 高2 高3 高3

1 2 3 1 2 3
高3 高3 高1 高2 高2 高1

1 2 3 1 2 3
高3 高3 高1 高1 高3 高1

1 2 3 1 2 3
高3 高3 高1 高2 高1 高1

1 2 3 1 2 3
高3 高2 高3 高3 高3 高3

1 2 3 1 2 3
高2 高1 高2 高3 高3 高1

1 2 3 1 2 3
高2 高1 高1 高3 高3 高2

1 2 3 1 2
高2 高1 高3 高3 高1

1 2 3 1 2 3
高2 高3 高1 高2 高3 高1

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2

1 2 3 1 2

令和元年度　佐賀県高等学校総合体育大会水泳競技大会
兼　第67回　全九州高等学校水泳競技大会　　佐賀県予選

県新  4:18.35 県新  4:22.08 3:52.97  3:55.40  3:59.81

佐賀商業 佐賀学園高校 唐津商業 佐賀商業 佐賀学園高校
県新  8:25.72  8:31.03 7:44.83  7:55.04  8:01.91

佐賀学園高校 佐賀商業 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業
県新  3:56.63 県新  3:57.11  5:11.49 3:32.07  3:34.40  3:34.94

唐津商業 佐賀商業 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀北高
 5:00.38  5:04.68  5:09.55 4:37.63  4:38.44  4:47.19

佐賀学園高校 唐津商業 三養基高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 多久高校
北島　有翔 永江　悠真 平川珠輝空 貞木　杏子 原口　礼奈 菅　　曄楠

 2:25.50  2:29.37 2:10.88  2:12.18  2:12.35
佐賀学園高校 三養基高校 唐津商業 佐賀学園高校 多久高校

北島　有翔 平川珠輝空 永江　悠真 原口　礼奈 菅　　曄楠
 2:19.34  2:22.46  2:32.26 2:06.12  2:10.71  3:02.26

佐賀学園高校 唐津東高校 致遠館高校 佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀学園高校

永渕　　蓮 庄野　瑛大 太田　健心 山口　　遼 末永紗也佳 江川　瑞季
 1:02.81  1:04.79  1:08.01   57.86    58.18    59.23

佐賀学園高校 唐津東高校 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀商業
永渕　　蓮 庄野　瑛大 松尾　歩夢 山口　　遼 末永紗也佳 宮原　沙來

   28.77    29.19    29.78   24.83    26.63    26.95
唐津商業 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業

大森　涼奨 永渕　　蓮 古川　大晴 山口　　遼 藤井みなみ 末永紗也佳
 2:40.72  2:45.15  3:07.42 2:13.63  2:18.65  2:22.92

佐賀商業 鳥栖高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業 致遠館高校
居石　錬成 山本　怜央 飯盛　悠基 貞木　杏子 吉村　文伽 前田　真里

 1:18.16  1:25.26  1:28.42 1:02.36  1:04.53  1:04.88
佐賀商業 鳥栖高校 佐賀学園高校 佐賀商業 致遠館高校 致遠館高校

居石　錬成 山本　怜央 飯盛　悠基 吉村　文伽 横尾小百合 前田　真里
   35.00    36.36    36.68   29.17    30.50    30.68

佐賀商業 鳥栖高校 佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀学園高校 佐賀商業
居石　錬成 山本　怜央 飯盛　悠基 宮﨑　彩子 貞木　杏子 吉村　文伽

 2:13.86  2:19.42  2:36.86 2:09.71  2:10.87  2:11.07
佐賀商業 唐津商業 唐津商業 佐賀商業 佐賀学園高校 佐賀商業

小國　徹也 前川　飛希 秀　　祐輔 末廣　真生 髙本　彩未 小渕　美佳
 1:02.50  1:13.38  1:16.55   58.26    58.80  1:01.04

唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業 唐津東高校
前川　飛希 松内　隆大 小國　徹也 末廣　真生 小渕　美佳 青木うらら

県新    29.28    30.87    30.99   26.79    27.05    27.37
唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園高校 佐賀商業

前川　飛希 松内　隆大 小國　徹也 末廣　真生 髙本　彩未 古賀　美咲
県新  8:47.21  8:55.18  9:02.2615:37.31 16:32.22

佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀学園高校

野田　京聖 森田　裕也 藤井みなみ 宮﨑　彩子 於保　紫音
県新  4:17.22  4:20.32  4:24.51 3:57.09  4:11.06  4:15.91

佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀学園高校

野田　京聖 友田　睦希 平川　泰成 藤井みなみ 宮﨑　彩子 永島　莉子
 2:06.75  2:07.02  2:07.54 1:56.47  1:57.11  1:59.27

佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀学園高校 鳥栖高校 佐賀商業
古川　大晴 加藤　律希 友田　睦希 髙本　彩未 佐々木きらら 森田　真維

   59.15  1:00.30  1:01.11   51.94    53.48    53.83
唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業 鳥栖高校 佐賀商業 佐賀学園高校

   28.14    28.24
大森　涼奨 古川　大晴 古川　遼馬 佐々木きらら 山口　伊織 横尾　利奈

   24.65    24.70    27.95

山口　伊織 百田　絢音
唐津商業 佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園高校

6/1
(1日目)

フリー
リレー

4x200m

6/1
(1日目)

メドレー
リレー

4x100m

1位 2位
大森　涼奨 筒井　大翔

県新    22.79

6/2
(2日目)

個人メドレー
 200m

6/1
(1日目)

個人メドレー
 400m

6/2
(2日目)

フリー
リレー

4x100m

6/2
(2日目)

バタフライ
  50m

6/2
(2日目)

バタフライ
 100m

6/1
(1日目)

バタフライ
 200m

6/2
(2日目)

平泳ぎ
  50m

6/2
(2日目)

平泳ぎ
 100m

6/1
(1日目)

平泳ぎ
 200m

6/2
(2日目)

背泳ぎ
  50m

6/2
(2日目)

背泳ぎ
 100m

6/1
(1日目)

背泳ぎ
 200m

6/1
(1日目)

自由形
 200m

6/2
(2日目)

自由形
 400m

6/1
(1日目)

自由形
1500m/800m

2位 3位

6/1
(1日目)

自由形
  50m

6/2
(2日目)

自由形
 100m

3位 1位
古川　遼馬 古賀　美咲



令和元年佐賀県高等学校総合体育大会水泳競技大会

兼第67回全九州高等学校水泳競技大会 佐賀県予選

※ 同得点は、入賞者数により、唐津東高校が

上位になっています。

※ 同得点は、入賞者数により、唐津商業高校が

上位になっています。8 佐賀工業高校 18.0 8 佐賀北高校 12.0

7 鳥栖高校 21.0 7 唐津商業 12.0

6 佐賀西高校 30.0 6 多久高校 13.0

5 三養基高校 34.0 5 鳥栖高校 15.0

34.5

4 致遠館高校 49.0 4 唐津東高校 15.0

佐賀商業 184.0 2 佐賀商業 222.0

3 唐津商業 139.0 3 致遠館高校

学校名 得点

1 佐賀学園高校 190.0 1 佐賀学園高校 228.5

2

得点
2019年6月1日～6月2日 佐賀県総合運動場水泳場

男子　総合　得点 女子　総合　得点
順位 学校名 得点 順位



期日 ； 令和元年7月13日(土)～15日(月)

会場 ；鴨池公園水泳プール

大森　涼奨 唐津商業 大会新23.44：(1) 優勝 髙本　彩未 佐賀学園 2:09.23：(3) 3位
野田　京聖 佐賀学園 15:53.15：(1) 優勝 森田　真維 佐賀商業 2:09.74：(4) 4位
大森　涼奨 唐津商業 52.54：(7) 7位 佐々木 きらら 鳥　　　栖 2:11.46：(8) 8位
居石　錬成 佐賀商業 2:16.95：(3) 3位 貞木　杏子 佐賀学園 5:16.47：(10) 10位
山本　怜央 鳥　　　栖 2:19.85：(7) 7位 藤井みなみ 佐賀学園 9:00.98：(1) 優勝
野田　京聖 佐賀学園 4:05.46：(7) 7位 宮﨑　彩子 佐賀商業 9:05.82：(2) 2位
居石　錬成 佐賀商業 1:04.50：(5) 5位 於保　紫音 佐賀学園 9:11.07：(4) 4位
山本　怜央 鳥　　　栖 1:06.57：(10) 10位 永島　莉子 佐賀学園 9:24.56：(8) 8位

末廣　真生 佐賀商業 2:18.31：(2) 2位
藤井みなみ 佐賀学園 4:26.14：(1) 優勝
宮﨑　彩子 佐賀商業 4:30.48：(3) 3位
森田　真維 佐賀商業 4:33.23：(4) 4位
於保　紫音 佐賀学園 4:34.35：(6) 6位
永島　莉子 佐賀学園 4:38.71：(10) 10位
末廣　真生 佐賀商業 1:03.55：(2) 2位

佐賀学園チーム 古川　大晴 3:40.83：(10) 10位 佐賀商業チーム 宮﨑　彩子 4:03.49：(4) 4位
加藤　律希 山口　伊織

永渕　　蓮 末廣　真生

野田　京聖 森田　真維

佐賀学園チーム 古川　大晴 7:53.55：(5) 5位 佐賀学園チーム 髙本　彩未 4:03.61：(5) 5位
野田　京聖 山口　　遼
永渕　　蓮 永島　莉子

加藤　律希 藤井みなみ

佐賀学園チーム 髙本　彩未 8:45.24：(4) 4位
山口　　遼
於保　紫音

藤井みなみ

佐賀商業チーム 宮﨑　彩子 8:47.14：(6) 6位
山口　伊織

於保　　葵
森田　真維

佐賀商業チーム 末廣　真生 4:26.88：(5) 5位
宮﨑　彩子

末永紗也佳

山口　伊織

佐賀学園チーム 髙本　彩未 4:29.50：(8) 8位
貞木　杏子

山口　　遼
藤井みなみ

総合 佐賀商業 61点 2位
佐賀学園 51点 6位

4x100mメドレーリレー 決勝

4x100mフリーリレー 決勝

4x200mフリーリレー 決勝

4x100mメドレーリレー 決勝

400m自由形 決勝

200m自由形 決勝
400m個人メドレー 決勝

100m平泳ぎ 決勝

400m自由形 決勝
100m背泳ぎ 決勝

100m平泳ぎ 決勝

令和元年度　全九州高等学校体育大会
第67回　全九州高等学校水泳競技大会

男子 女子
50m自由形 決勝

1500m自由形 決勝 200m自由形 決勝

200m平泳ぎ 決勝

200m自由形 決勝

4x200mフリーリレー 決勝

4x100mフリーリレー 決勝

100m自由形 決勝
200m平泳ぎ 決勝

400m自由形 決勝

4x200mフリーリレー 決勝

800m自由形 決勝
800m自由形 決勝
800m自由形 決勝
800m自由形 決勝
200m背泳ぎ 決勝
400m自由形 決勝
400m自由形 決勝
400m自由形 決勝

4x100mフリーリレー 決勝



期日 ； 令和元年年8月17日(土)～20日(火)

会場 ；アクアドーム熊本

大森　涼奨 唐津商業 23.71：(7) 髙本彩未 佐賀学園 2:09.62：(38) 落選
大森　涼奨 唐津商業 23.38：(3) 3位 藤井みなみ 佐賀学園 4:24.37：(23) 落選
大森　涼奨 唐津商業 53.13：(43) 落選 宮﨑　彩子 佐賀商業 4:30.40：(39) 落選
野田　京聖 佐賀学園 4:05.04：(41) 落選 藤井みなみ 佐賀学園 9:02.23：(16) 落選
野田　京聖 佐賀学園 16:18.59：(39) 落選 宮﨑　彩子 佐賀商業 9:15.69：(36) 落選
居石　錬成 佐賀商業  1:04.44：(27) 落選 於保　紫音 佐賀学園 9:29.28：(46) 落選
居石　錬成 佐賀商業  2:16.50：(11) 末廣　真生 佐賀商業 1:04.03：(10)
居石　錬成 佐賀商業  2:17.32：(7) 7位 末廣　真生 佐賀商業 1:04.34：(4) 4位

末廣　真生 佐賀商業 2:22.57：(30) 落選
　

佐賀商業チーム 森田　真維 8:49.26：(56) 落選
宮﨑　彩子

山口　伊織

於保　 葵

佐賀学園チーム 髙本　彩未 8:51.51：(60) 落選
　 於保　紫音

貞木　杏子

山口　　遼

200m自由形 予選

400m自由形　予選

4x200mフリーリレー 予選

令和元年度　全国高等学校総合体育大会
第87回日本高等学校選手権水泳競技大会

 50m自由形　予選 

4x200mフリーリレー 予選

100m背泳ぎ 予選

100m背泳ぎ B決勝

100m平泳ぎ   予選 

200m平泳ぎ   予選 

200m平泳ぎ   B決勝 

200m背泳ぎ 予選

800m自由形　予選

800m自由形　予選

男子 女子

400m自由形　予選

800m自由形　予選

 50m自由形　決勝 

 100m自由形　予選 

400m自由形   予選 

1500m自由形   予選 


