
令和２年度 高体連報告書 水泳専門部 

１ はじめに  

令和２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、新型コロナウイルス感染症の影響により、佐賀県高校総体、九州高

校水泳競技大会、全国高校総体がそれぞれ中止となりました。そのような中、6～7 月にか

けて SSP 杯佐賀県高等学校スポーツ大会が開催される運びとなり、3 年生を中心にこれま

での集大成を披露する機会に恵まれました。感染症拡大防止対策を講じ、手探りの中での

大会となりましたが、皆様のご協力により大会を無事終了することができました。選手の

皆さんの緊張した面持ちや試合を終えた後の笑顔や感動の涙を見て、スポーツの素晴らし

さを実感致しました。関係団体の皆様には、改めまして、心よりお礼を申し上げます。 

  

 

２ 一年間を振り返って 

<競泳> 

SSP 杯では、層の厚い佐賀商業が男女共に総合優勝を果たしました。男子では、森田敏

正（佐商）が、1年生ながら 50m平泳ぎで 28.71、100m平泳ぎで 1:01.62の好記録で優勝

しました。また、2 年生の木山宝 （唐商）が 50m、100m 自由形において優勝した他、3

年生では、北島有翔（佐学）が 200m バタフライと 200m 個人メドレーにおいて混戦を制

して優勝、同じく 3年生の前川飛希（唐商)が 50m、100m 背泳ぎにおいて優勝し、それぞ

れ 2冠を達成しました。 

女子では、3年生の末廣真生（佐商)が 100m、200m背泳ぎの 2種目で優勝、同じく 3年

生の宮﨑彩子（佐商）が 400m 、800m自由形の 2種目で優勝しました。その他、2年生の

佐々木きらら（鳥栖）が 50m、100m 自由形において、同じく 2 年生の宮原沙來（佐商）

が 100m、200mバタフライにおいて優勝し、それぞれ 2冠を達成しました。 

思うように練習に取り組むことができない日々が続いた中で、男女共に見応えのあるレ

ースが展開され、素晴らしい大会となりました。 

来年度は、九州高校水泳競技大会や全国高校総体が開催されることを願うと共に、一人

でも多くの本県選手が活躍してくれることを期待しています。 

<飛込> 

 本年度は、新型コロナ感染症の影響で、佐賀県高校総体、九州高校総体、全国高校総体

の中止になった。しかも、現在のところ飛込競技においては、佐賀県内に競技施設がない

ため S S P杯の開催も出来ず選手たちはこれまでの努力を発表する場を失った。この状況を

受けて、佐賀県内の小中高校生の飛込選手が日頃の努力を発表する場として、大会を新設

し福岡県立総合プールで実施する。フレキシブルに対応できるよう、あえて公認大会とせ

ず、その時々の状況に合わせて永く続けていきたい。 

 来年度は、飛込競技の普及・強化の拠点となる S A G A サンライズパーク飛込プールが



完成する。全国高校総体では昨年度の成績を上回れるよう団体・個人での表彰台を目指し

て取り組んでいきたい。 

<水球> 

 本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、日々の活動に加えて各種大会が制限や

中止を余儀なくされている状況である。しかし、困難な状況の中、開催することができた

SSP杯で優勝をすることができたのは生徒たちの努力の賜物であると感じている。 

 日々の活動ができることは当たり前でない環境だからこそ、毎日を大切にすることの尊

さを感じ、今後の活動に活かしていきたい。 

 

大会成績 

 ●令和元年度九州高等学校新人水球競技大会 

日 時：９月２８日（土）２９日（日） 

場 所：熊本県立熊本高等学校 

成 績：佐賀東高校 出場 

 

●SAGA2020 SSP杯 佐賀県高等学校スポーツ大会水球競技 

日 時：７月５日（日）  

場 所：佐賀県立佐賀東高等学校 

成 績：佐賀東高校 優勝 



期日 ； 令和元年9月28日(土)、29日（日）

会場 ；福岡県立総合プール

前川　飛希 唐津商業 28.97：(7) 7位 佐々木きらら 鳥栖 1:00.33：(7) 7位
佐々木きらら 鳥栖 2:09.42：(5) 5位
宮﨑　彩子 佐賀商業 2:08.43：(2) 2位
宮﨑　彩子 佐賀商業 4:29.72：(3) 3位
永島　莉子 佐賀学園 4:34.13：(4) 4位
於保　紫音 佐賀学園 4:39.21：(8) 8位
末廣　真生 佐賀商業 1:04.97：(1) 1位
末廣　真生 佐賀商業 2:19.66：(1) 1位
貞木　杏子 佐賀学園 5:16.12：(4) 4位

佐賀商業チーム 山口　伊織 4:05.60：(3) 3位

宮﨑　彩子

末廣　真生

古賀美咲 　

佐賀商業チーム 末廣　真生 4:31.21：(4) 4位

宮﨑　彩子

宮原　沙來

山口　伊織

佐賀県チーム 木山宝 1:40.26：(7) 7位 佐賀県チーム 山口　伊織 1:52.85：(7) 7位

古川遼馬 宮﨑　彩子

木原圭志 古賀美咲
前川飛希 佐々木きらら

4x50mリレー ﾀｲﾑ決勝 4x50mリレー ﾀｲﾑ決勝

令和元年度　第8１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背泳ぎ 決勝 100m自由形決勝

200m自由形決勝

4x100mメドレーリレー ﾀｲﾑ決勝

200m背泳ぎ 決勝
400m個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

4x100mフリーリレー ﾀｲﾑ決勝

200m自由形決勝
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 決勝



2020/06/20～2020/06/21

会場  SAGAサンライズパーク 水泳場25m

1位 2位 3位 1位 2位 3位
木山　　宝  高2 木原　圭志  高2 古川　遼馬  高3 佐々木きらら  高2 山口　伊織  高3 古賀　美咲  高2
唐津商業        佐賀東高校      佐賀商業        鳥栖高校        佐賀商業        佐賀商業        

23.58 24.01 25.03 28.36 28.58 28.76

木山　　宝  高2 木原　圭志  高2 古川　遼馬  高3 佐々木きらら  高2 山田　春音  高1 山口　伊織  高3
唐津商業        佐賀東高校      佐賀商業        鳥栖高校        佐賀学園高校    佐賀商業        

52.66 52.94 54.10 1:00.80 1:00.81 1:02.10

永渕　　蓮  高3 友田　睦希  高3 庄野　瑛大  高2 山田　春音  高1 廣橋芽依佳  高1 有馬　瑞夕  高1
佐賀学園高校    佐賀商業        唐津東高校      佐賀学園高校    佐賀商業        佐賀商業        

1:55.98 1:57.43 1:59.73 2:07.92 2:12.45 2:15.23

友田　睦希  高3 森田　裕也  高2 中山　照英  高2 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    唐津商業        佐賀商業        佐賀学園高校    佐賀学園高校    

4:10.13 4:12.15 4:27.11 4:22.49 4:27.40 4:30.03

森田　裕也  高2 庄野　瑛大  高2 松本　力輝  高1 宮﨑　彩子  高3 於保　紫音  高2 永島　莉子  高3
佐賀学園高校    唐津東高校      小城高校        佐賀商業        佐賀学園高校    佐賀学園高校    

16:28.13  Fin. 16:40.69  Fin. 18:10.78  Fin. 8:55.10 9:03.80 9:07.75

8:48.73  800 8:49.10  800 9:42.43  800

前川　飛希  高3 古川　由馬  高1 糸山　皓三  高3 山下　紗弥  高1 青木うらら  高3
唐津商業        佐賀工業高校    佐賀工業高校    佐賀商業        唐津東高校      

26.68 30.02 30.65 33.08 34.42

前川　飛希  高3 末永　拓巳  高1 河上　　伸  高2 末廣　真生  高3 山下　紗弥  高1 宮副　美和  高1
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    

57.68 58.78 1:01.01 1:02.56 1:11.39 1:12.59

末永　拓巳  高1 河上　　伸  高2 野田　侑椰  高2 末廣　真生  高3 宮副　美和  高1
佐賀商業        佐賀商業        佐賀学園高校    佐賀商業        佐賀学園高校    

2:09.59 2:14.06 2:17.82 2:12.80 2:32.59

森田　敏正  高1 古川　大和  高2 森　　一真  高3 吉富　彩華  高2
佐賀商業        佐賀西高校      致遠館高校      致遠館高校      

28.71 30.67 31.37 52.32

森田　敏正  高1 飯盛　悠基  高2 古川　大和  高2 吉村　文伽  高2 前田　真里  高2 池田　愛笑  高2
佐賀商業        佐賀学園高校    佐賀西高校      佐賀商業        致遠館高校      有田工業

1:01.62 1:04.72 1:06.68 1:17.12 1:27.27 1:29.34

飯盛　悠基  高2 山本　青空  高1 青木　大輔  高3 加々良幸来  高1 吉村　文伽  高2 池田　愛笑  高2
佐賀学園高校    唐津商業        唐津商業        佐賀学園高校    佐賀商業        有田工業

2:17.52 2:27.81 2:27.96 2:42.72 2:43.36 3:03.76

久我　翔星  高1 森　丈太朗  高1 永田　祐太  高1 堀内　乃杏  高1 大浦　　優  高1 石田ひより  高1
佐賀商業        唐津商業        佐賀西高校      佐賀商業        鳥栖高校        致遠館高校      

26.22 26.71 28.11 31.32 31.71 34.14

立川　晴太  高1 永渕　　蓮  高3 松尾　歩夢  高3 宮原　沙來  高2 堀内　乃杏  高1 江川　瑞季  高3
伊万里高校      佐賀学園高校    唐津商業        佐賀商業        佐賀商業        佐賀学園高校    

56.16 57.21 57.29 1:07.90 1:09.91 1:09.94

北島　有翔  高3 松尾　歩夢  高3 立川　晴太  高1 宮原　沙來  高2 江川　瑞季  高3 日野山莉彩  高1
佐賀学園高校    唐津商業        伊万里高校      佐賀商業        佐賀学園高校    東明館高校      

2:04.72 2:05.20 2:05.72 2:30.64 2:31.43 3:04.74

北島　有翔  高3 渋谷　智樹  高2 平川珠輝空  高2 貞木　杏子  高3 菅　　曄楠  高2 加々良幸来  高1
佐賀学園高校    佐賀学園高校    三養基高校      佐賀学園高校    多久高校        佐賀学園高校    

2:10.08 2:11.74 2:11.97 2:26.46 2:28.80 2:30.67

渋谷　智樹  高2 平川珠輝空  高2 江口　昇吾  高1 菅　　曄楠  高2 貞木　杏子  高3
佐賀学園高校    三養基高校      佐賀商業        多久高校        佐賀学園高校    

4:38.74 4:42.19 5:15.80 5:06.10 5:10.76

佐賀商業  高 唐津商業  高 佐賀東高校  高 佐賀学園高校  高
森田　敏正  高1 木山　　宝  高2 木原　圭志  高2 於保　紫音  高2
井手　晃大  高2 森　丈太朗  高1 山田　大生  高3 山田　春音  高1
久我　翔星  高1 前川　飛希  高3 嘉村　起伸  高2 永島　莉子  高3
古川　遼馬  高3 松尾　歩夢  高3 井上　凱登  高3 百田　絢音  高3

3:34.49  Fin. 3:35.84  Fin. 3:37.82  Fin. 4:03.72  Fin.

54.00  1st. 52.73  1st. 52.24  1st. 59.54  1st.

佐賀商業  高 佐賀学園高校  高 唐津商業  高 佐賀学園高校  高 佐賀商業  高
久我　翔星  高1 永渕　　蓮  高3 前川　飛希  高3 於保　紫音  高2 廣橋芽依佳  高1
古川　遼馬  高3 飯盛　悠基  高2 中山　照英  高2 永島　莉子  高3 末廣　真生  高3
井手　晃大  高2 渋谷　智樹  高2 木山　　宝  高2 山田　春音  高1 山口　伊織  高3
友田　睦希  高3 森田　裕也  高2 松尾　歩夢  高3 貞木　杏子  高3 宮﨑　彩子  高3

7:53.24  Fin. 7:55.96  Fin. 8:04.61  Fin. 8:37.02  Fin. 8:38.84  Fin.

1:56.42  1st. 1:56.20  1st. 1:58.92  1st. 2:08.62  1st. 2:14.92  1st.

佐賀商業  高 唐津商業  高 佐賀学園高校  高 佐賀商業  高 佐賀学園高校  高 致遠館高校  高
末永　拓巳  高1 前川　飛希  高3 北島　有翔  高3 末廣　真生  高3 於保　紫音  高2 吉牟田楓乃音  高1
森田　敏正  高1 青木　大輔  高3 飯盛　悠基  高2 宮﨑　彩子  高3 貞木　杏子  高3 前田　真里  高2
久我　翔星  高1 松尾　歩夢  高3 永渕　　蓮  高3 宮原　沙來  高2 永島　莉子  高3 石田ひより  高1
古川　遼馬  高3 木山　　宝  高2 渋谷　智樹  高2 山口　伊織  高3 山田　春音  高1 佐藤　舞子  高2

3:49.71  Fin. 3:54.34  Fin. 3:59.73  Fin. 4:22.65  Fin. 4:34.29  Fin. 5:38.08  Fin.

58.62  1st. 57.36  1st. 1:02.72  1st. 1:01.88  1st. 1:09.15  1st. 1:28.10  1st.
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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

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

男子    総合

女子    総合

2020/06/30 19:21:38


	1　R1 高体連報告書全体・競泳・飛込・水球文章
	2　R1 報告書記録

