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2020/06/20～2020/06/21

会場  SAGAサンライズパーク 水泳場 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
木山　　宝  高2 木原　圭志  高2 古川　遼馬  高3 井上　凱登  高3 内川　結友  高2 嘉村　起伸  高2 中園　凌輔  高1 大中　啓輔  高3

唐津商業        佐賀東高校      佐賀商業        佐賀東高校      龍谷高校        佐賀東高校      佐賀商業        小城高校        

23.58 24.01 25.03 25.32 25.54 25.57 25.69 25.70

永渕　　蓮  高3 友田　睦希  高3 庄野　瑛大  高2 河上　　慶  高2 井手　晃大  高2 中山　照英  高2 野口　大智  高2 寳藏寺侑太  高1

佐賀学園高校    佐賀商業        唐津東高校      佐賀商業        佐賀商業        唐津商業        武雄高校        牛津高校        

1:55.98 1:57.43 1:59.73 2:01.33 2:01.41 2:05.32 2:09.17 2:12.30

森田　裕也  高2 庄野　瑛大  高2 松本　力輝  高1 永江　昂也  高1 岩本　純太  高3

佐賀学園高校    唐津東高校      小城高校        唐津商業        唐津商業        

16:28.13  Fin. 16:40.69  Fin. 18:10.78  Fin. 18:33.29  Fin. 21:46.30  Fin.

8:48.73  800 8:49.10  800 9:42.43  800 9:46.48  800 11:20.32  800

前川　飛希  高3 古川　由馬  高1 糸山　皓三  高3 李　　星昊  高2 古賀　　光  高3 板橋　弘道  高3 松本　周倖  高2 荒木　　祥  高2

唐津商業        佐賀工業高校    佐賀工業高校    致遠館高校      佐賀東高校      龍谷高校        致遠館高校      佐賀西高校      

26.68 30.02 30.65 31.25 31.64 32.75 33.42 34.97

末永　拓巳  高1 河上　　伸  高2 野田　侑椰  高2 田中　飛真  高2 諸岡　良依  高3 髙木　啓輔  高2

佐賀商業        佐賀商業        佐賀学園高校    三養基高校      唐津商業        佐賀西高校      

2:09.59 2:14.06 2:17.82 2:22.23 2:29.85 2:32.00

森田　敏正  高1 古川　大和  高2 森　　一真  高3 今泉　公晟  高3 池田　龍生  高1 清原　亮然  高1 柳川　涼翔  高2 松尾　陽音  高1

佐賀商業        佐賀西高校      致遠館高校      佐賀商業        唐津商業        龍谷高校        佐賀工業高校    伊万里高校      

28.71 30.67 31.37 31.61 32.27 32.68 32.69 33.39

飯盛　悠基  高2 山本　青空  高1 青木　大輔  高3 安東　駿冶  高2 中島　京佑  高2 野村　宇宙  高1

佐賀学園高校    唐津商業        唐津商業        三養基高校      致遠館高校      佐賀商業        

2:17.52 2:27.81 2:27.96 2:38.02 2:42.53 2:47.05

久我　翔星  高1 森　丈太朗  高1 永田　祐太  高1 松本　隼典  高2 古賀　優大  高1 江里口史翔  高1 太田　健心  高2 浦　　颯馬  高2

佐賀商業        唐津商業        佐賀西高校      致遠館高校      佐賀清和        佐賀東高校      致遠館高校      致遠館高校      

26.22 26.71 28.11 28.41 29.75 29.85 30.67 32.20

北島　有翔  高3 松尾　歩夢  高3 立川　晴太  高1 平川　泰成  高3 豊田　倖生  高2

佐賀学園高校    唐津商業        伊万里高校      佐賀商業        佐賀商業        

2:04.72 2:05.20 2:05.72 2:11.83 2:38.96

2020/06/20 13:36:30 SEIKO Swimming Results System
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2020/06/20～2020/06/21

会場  SAGAサンライズパーク 水泳場 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
渋谷　智樹  高2 平川珠輝空  高2 江口　昇吾  高1 永江　昂也  高1 持永　将吾  高2

佐賀学園高校    三養基高校      佐賀商業        唐津商業        佐賀商業        

4:38.74 4:42.19 5:15.80 5:35.82 6:12.30

佐賀商業  高 唐津商業  高 佐賀東高校  高 佐賀学園高校  高 三養基高校  高 致遠館高校  高 龍谷高校  高 佐賀工業高校  高

森田　敏正  高1 木山　　宝  高2 木原　圭志  高2 永渕　　蓮  高3 平川珠輝空  高2 中島　颯大  高2 清原　亮然  高1 糸山　皓三  高3

井手　晃大  高2 森　丈太朗  高1 山田　大生  高3 飯盛　悠基  高2 田中　飛真  高2 李　　星昊  高2 内川　結友  高2 川端　琉空  高3

久我　翔星  高1 前川　飛希  高3 嘉村　起伸  高2 渋谷　智樹  高2 安東　駿冶  高2 松本　隼典  高2 日髙　哲平  高3 山下　凌弥  高3

古川　遼馬  高3 松尾　歩夢  高3 井上　凱登  高3 北島　有翔  高3 篠原　大河  高3 森　　一真  高3 板橋　弘道  高3 金澤　颯汰  高3

3:34.49  Fin. 3:35.84  Fin. 3:37.82  Fin. 3:41.54  Fin. 3:48.70  Fin. 3:54.97  Fin. 3:57.59  Fin. 4:06.58  Fin.

54.00  1st. 52.73  1st. 52.24  1st. 54.82  1st. 54.55  1st. 59.77  1st. 1:01.99  1st. 1:01.47  1st.

2020/06/20 13:36:30 SEIKO Swimming Results System

フリーリレー 
 400m 

タイム決勝

個人メドレー 
 400m 

タイム決勝
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2020/06/20～2020/06/21

会場  SAGAサンライズパーク 水泳場 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
木山　　宝  高2 木原　圭志  高2 古川　遼馬  高3 山口　暖青  高3 内川　結友  高2 河上　　慶  高2 寳藏寺侑太  高1 脇山　智輝  高1

唐津商業        佐賀東高校      佐賀商業        佐賀商業        龍谷高校        佐賀商業        牛津高校        唐津東高校      

52.66 52.94 54.10 55.75 56.05 56.58 58.77 58.95

友田　睦希  高3 森田　裕也  高2 中山　照英  高2 松本　力輝  高1 江口　昇吾  高1 渡邊　裕翔  高1 岩本　純太  高3

佐賀商業        佐賀学園高校    唐津商業        小城高校        佐賀商業        唐津商業        唐津商業        

4:10.13 4:12.15 4:27.11 4:31.70 4:42.58 5:13.63 5:17.94

前川　飛希  高3 末永　拓巳  高1 河上　　伸  高2 田中　飛真  高2 野田　侑椰  高2 大塚　友稀  高3 杉町　　駿  高2 諸岡　良依  高3

唐津商業        佐賀商業        佐賀商業        三養基高校      佐賀学園高校    小城高校        佐賀北高        唐津商業        

57.68 58.78 1:01.01 1:03.97 1:04.08 1:05.38 1:08.57 1:08.92

森田　敏正  高1 飯盛　悠基  高2 古川　大和  高2 篠原　大河  高3 青木　大輔  高3 森　　一真  高3 今泉　公晟  高3 山本　青空  高1

佐賀商業        佐賀学園高校    佐賀西高校      三養基高校      唐津商業        致遠館高校      佐賀商業        唐津商業        

1:01.62 1:04.72 1:06.68 1:07.85 1:08.21 1:08.77 1:09.50 1:09.67

立川　晴太  高1 永渕　　蓮  高3 松尾　歩夢  高3 久我　翔星  高1 井手　晃大  高2 平川　泰成  高3 森　丈太朗  高1 永田　祐太  高1

伊万里高校      佐賀学園高校    唐津商業        佐賀商業        佐賀商業        佐賀商業        唐津商業        佐賀西高校      

56.16 57.21 57.29 57.45 58.83 59.85 1:00.05 1:03.21

北島　有翔  高3 渋谷　智樹  高2 平川珠輝空  高2 中園　凌輔  高1 百田　淳人  高1 大中　啓輔  高3 福井　雅幸  高1 持永　将吾  高2

佐賀学園高校    佐賀学園高校    三養基高校      佐賀商業        佐賀学園高校    小城高校        佐賀東高校      佐賀商業        

2:10.08 2:11.74 2:11.97 2:17.68 2:22.96 2:24.86 2:40.25 2:44.34

佐賀商業  高 佐賀学園高校  高 唐津商業  高 致遠館高校  高

久我　翔星  高1 永渕　　蓮  高3 前川　飛希  高3 松本　隼典  高2

古川　遼馬  高3 飯盛　悠基  高2 中山　照英  高2 中島　颯大  高2

井手　晃大  高2 渋谷　智樹  高2 木山　　宝  高2 李　　星昊  高2

友田　睦希  高3 森田　裕也  高2 松尾　歩夢  高3 太田　健心  高2

7:53.24  Fin. 7:55.96  Fin. 8:04.61  Fin. 9:13.00  Fin.

1:56.42  1st. 1:56.20  1st. 1:58.92  1st. 2:07.59  1st.

2020/06/21 13:09:10 SEIKO Swimming Results System

個人メドレー 
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タイム決勝
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タイム決勝

自由形 
 100m 

タイム決勝
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 400m 

タイム決勝
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タイム決勝
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タイム決勝
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2020/06/20～2020/06/21

会場  SAGAサンライズパーク 水泳場 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
佐賀商業  高 唐津商業  高 佐賀学園高校  高 三養基高校  高 佐賀西高校  高 致遠館高校  高 佐賀工業高校  高

末永　拓巳  高1 前川　飛希  高3 北島　有翔  高3 田中　飛真  高2 髙木　啓輔  高2 李　　星昊  高2 糸山　皓三  高3

森田　敏正  高1 青木　大輔  高3 飯盛　悠基  高2 安東　駿冶  高2 古川　大和  高2 森　　一真  高3 柳川　涼翔  高2

久我　翔星  高1 松尾　歩夢  高3 永渕　　蓮  高3 平川珠輝空  高2 永田　祐太  高1 松本　隼典  高2 金澤　颯汰  高3

古川　遼馬  高3 木山　　宝  高2 渋谷　智樹  高2 篠原　大河  高3 川副　孝文  高2 太田　健心  高2 山下　凌弥  高3

3:49.71  Fin. 3:54.34  Fin. 3:59.73  Fin. 4:11.46  Fin. 4:20.40  Fin. 4:22.71  Fin. 4:27.00  Fin.

58.62  1st. 57.36  1st. 1:02.72  1st. 1:05.06  1st. 1:09.79  1st. 1:10.29  1st. 1:08.58  1st.

2020/06/21 13:09:10 SEIKO Swimming Results System

メドレーリ
レー 

 400m 
タイム決勝
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2020/06/20～2020/06/21

会場  SAGAサンライズパーク 水泳場 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
佐々木きらら  高2 山口　伊織  高3 古賀　美咲  高2 百田　絢音  高3 森　　綾野  高2 西山　瑚波  高2 諸藤　千佳  高3 中島　帆海  高1

鳥栖高校        佐賀商業        佐賀商業        佐賀学園高校    伊万里高校      武雄高校        唐津西高校      龍谷高校        

28.36 28.58 28.76 29.19 29.25 29.96 30.51 30.56

山田　春音  高1 廣橋芽依佳  高1 有馬　瑞夕  高1 前田　優花  高2

佐賀学園高校    佐賀商業        佐賀商業        佐賀学園高校    

2:07.92 2:12.45 2:15.23 2:19.76

宮﨑　彩子  高3 於保　紫音  高2 永島　莉子  高3

佐賀商業        佐賀学園高校    佐賀学園高校    

8:55.10 9:03.80 9:07.75

山下　紗弥  高1 青木うらら  高3

佐賀商業        唐津東高校      

33.08 34.42

末廣　真生  高3 宮副　美和  高1

佐賀商業        佐賀学園高校    

2:12.80 2:32.59

吉富　彩華  高2

致遠館高校      

52.32

加々良幸来  高1 吉村　文伽  高2 池田　愛笑  高2 三坂　怜菜  高1

佐賀学園高校    佐賀商業        有田工業 佐賀商業        

2:42.72 2:43.36 3:03.76 3:21.36

堀内　乃杏  高1 大浦　　優  高1 石田ひより  高1

佐賀商業        鳥栖高校        致遠館高校      

31.32 31.71 34.14

宮原　沙來  高2 江川　瑞季  高3 日野山莉彩  高1

佐賀商業        佐賀学園高校    東明館高校      

2:30.64 2:31.43 3:04.74

菅　　曄楠  高2 貞木　杏子  高3

多久高校        佐賀学園高校    

5:06.10 5:10.76

2020/06/20 13:36:41 SEIKO Swimming Results System

平泳ぎ 
  50m 

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 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 400m 

タイム決勝

自由形 
  50m 

タイム決勝

自由形 
 200m 

タイム決勝

自由形 
 800m 

タイム決勝

背泳ぎ 
  50m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 200m 

タイム決勝
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2020/06/20～2020/06/21

会場  SAGAサンライズパーク 水泳場 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
佐賀学園高校  高

於保　紫音  高2

山田　春音  高1

永島　莉子  高3

百田　絢音  高3

4:03.72  Fin.

59.54  1st.

2020/06/20 13:36:41 SEIKO Swimming Results System

フリーリレー 
 400m 

タイム決勝
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2020/06/20～2020/06/21

会場  SAGAサンライズパーク 水泳場 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
佐々木きらら  高2 山田　春音  高1 山口　伊織  高3 有馬　瑞夕  高1 古賀　美咲  高2 百田　絢音  高3 森　　綾野  高2 中島　帆海  高1

鳥栖高校        佐賀学園高校    佐賀商業        佐賀商業        佐賀商業        佐賀学園高校    伊万里高校      龍谷高校        

1:00.80 1:00.81 1:02.10 1:02.71 1:03.00 1:03.17 1:04.19 1:06.37

宮﨑　彩子  高3 於保　紫音  高2 永島　莉子  高3 廣橋芽依佳  高1 前田　優花  高2

佐賀商業        佐賀学園高校    佐賀学園高校    佐賀商業        佐賀学園高校    

4:22.49 4:27.40 4:30.03 4:47.16 4:48.42

末廣　真生  高3 山下　紗弥  高1 宮副　美和  高1 青木うらら  高3 上野すみれ  高1

佐賀商業        佐賀商業        佐賀学園高校    唐津東高校      唐津商業        

1:02.56 1:11.39 1:12.59 1:15.49 1:23.68

吉村　文伽  高2 前田　真里  高2 池田　愛笑  高2

佐賀商業        致遠館高校      有田工業

1:17.12 1:27.27 1:29.34

宮原　沙來  高2 堀内　乃杏  高1 江川　瑞季  高3 諸藤　千佳  高3 大浦　　優  高1 日野山莉彩  高1

佐賀商業        佐賀商業        佐賀学園高校    唐津西高校      鳥栖高校        東明館高校      

1:07.90 1:09.91 1:09.94 1:10.30 1:11.32 1:22.33

貞木　杏子  高3 菅　　曄楠  高2 加々良幸来  高1 三坂　怜菜  高1

佐賀学園高校    多久高校        佐賀学園高校    佐賀商業        

2:26.46 2:28.80 2:30.67 2:49.82

佐賀学園高校  高 佐賀商業  高

於保　紫音  高2 廣橋芽依佳  高1

永島　莉子  高3 末廣　真生  高3

山田　春音  高1 山口　伊織  高3

貞木　杏子  高3 宮﨑　彩子  高3

8:37.02  Fin. 8:38.84  Fin.

2:08.62  1st. 2:14.92  1st.

2020/06/21 13:09:18 SEIKO Swimming Results System

個人メドレー 
 200m 

タイム決勝

フリーリレー 
 800m 

タイム決勝

自由形 
 100m 

タイム決勝

自由形 
 400m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

バタフライ 
 100m 

タイム決勝



SAGA2020 SSP杯 佐賀県高等学校スポーツ大会 水泳競技 女子成績一覧表 Page 2

2020/06/20～2020/06/21

会場  SAGAサンライズパーク 水泳場 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
佐賀商業  高 佐賀学園高校  高 致遠館高校  高

末廣　真生  高3 於保　紫音  高2 吉牟田楓乃音  高1

宮﨑　彩子  高3 貞木　杏子  高3 前田　真里  高2

宮原　沙來  高2 永島　莉子  高3 石田ひより  高1

山口　伊織  高3 山田　春音  高1 佐藤　舞子  高2

4:22.65  Fin. 4:34.29  Fin. 5:38.08  Fin.

1:01.88  1st. 1:09.15  1st. 1:28.10  1st.

2020/06/21 13:09:18 SEIKO Swimming Results System

メドレーリ
レー 

 400m 
タイム決勝
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SAGA2020 SSP杯 佐賀県高等学校スポーツ大会 水泳競技

順位 所属名 得点
1 佐  賀：佐賀商業 197.0
2 佐  賀：唐津商業 149.0
3 佐  賀：佐賀学園高校 126.0
4 佐  賀：三養基高校 51.0
5 佐  賀：致遠館高校 50.0
6 佐  賀：佐賀東高校 43.0
7 佐  賀：佐賀西高校 32.0
8 佐  賀：佐賀工業高校 21.0

SEIKO Swimming Results System2020/06/30 19:21:38

男子    総合
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SAGA2020 SSP杯 佐賀県高等学校スポーツ大会 水泳競技

順位 所属名 得点
1 佐  賀：佐賀商業 179.0
2 佐  賀：佐賀学園高校 159.0
3 佐  賀：致遠館高校 33.0
4 佐  賀：鳥栖高校 27.0
5 佐  賀：多久高校 15.0
6 佐  賀：唐津東高校 12.0 ※上位入賞者の数により順位を決定

7 佐  賀：有田工業 12.0
8 佐  賀：東明館高校 9.0

SEIKO Swimming Results System

女子    総合

2020/06/30 19:21:38


