
令和３年度 高体連報告書 水泳専門部 

１ はじめに  

令和３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、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

２年ぶりに開催されました。様々な感染症防止対策を講じ、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。選手の皆さんがこれまでの努力を披露する機会に恵まれた

ことに対し、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> 

男女共に選手層が厚い佐賀商業が総合優勝を果たした。 

５０ｍプールが使用できず、２５ｍプールである短水路での競技となったが、短距離種

目を中心に白熱したレースが展開された。 

特に男子１００ｍ背泳ぎを佐賀県新記録で制した寺川琉之介（武雄）は、高校 1 年生な

がらハイレベルな記録をマークし、今後の活躍が期待される。 

また、男子５０ｍ自由形では、木山 宝（唐商）が寺川との接戦を制し優勝したほか、

１００ｍ自由形・５０ｍバタフライも優勝し、３冠を達成した。 

その他、飯盛悠基（佐学）が男子１００ｍ・２００ｍ平泳ぎを、立川晴太（伊万里）が

１００ｍ・２００ｍバタフライを制し、共に２冠であった。 

女子では、吉村文伽（佐商）が５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ平泳ぎで３冠を達成した他、 

山田春音（佐学）が２００ｍ・４００ｍ自由形で優勝、山下紗弥（佐商）が１００ｍ・２

００ｍ背泳ぎで優勝、石井若葉（佐商）１００ｍ・２００ｍバタフライで優勝、於保紫音

（佐学）が８００ｍ自由形・５０ｍバタフライで優勝、菅 曄楠（多久）が２００ｍ・４

００ｍ個人メドレーでそれぞれ優勝を果たした。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った。 

九州高校水泳競技大会や全国高校総体においては、久しぶりに各県の代表選手が集結し

て大会が行われ、選手は大変貴重な経験を積むことができたように思う。今後、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る。 



 

 

開催日；2021/5/29~5/30
会場名；SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ水泳場２５ｍ

順位 所属名 得点 順位 所属名 得点

1 佐  賀：佐賀商業 245 1 佐  賀：佐賀商業 247

2 佐  賀：佐賀学園 135 2 佐  賀：佐賀学園 132

3 佐  賀：唐津商業 106 3 佐  賀：致遠館高校 65

4 佐  賀：佐賀北 47 4 佐  賀：唐津商業 20

5 佐  賀：佐賀西 36 5 佐  賀：佐賀西 20

6 佐  賀：致遠館 34 6 佐  賀：多久 16

7 佐  賀：佐賀工業 32 7 佐  賀：鳥栖 15

8 佐  賀：武雄 19 8 佐  賀：伊万里 14
※4位・5位は入賞者の数により順位を決定

男子    総合 女子    総合

令和３年度佐賀県高校総体水泳競技大会　団体総合得点

期日#$#令和'年)月+)日,土./+0日1月2

会場#$鴨池公園9:;

木山宝 唐津商業 C'DEFG,F. F位 於保紫音 佐賀学園 FPC0D)EG,F. F位
寺川琉之介 武雄 CFDX)G,E. E位 山田春音 佐賀学園 FP')DX0G,[. [位
森田裕也 佐賀学園 +_PF_D[EG,[. [位 於保紫音 佐賀学園 0P++DECG,'. '位
森田敏正 佐賀商業 +PXFD_EG,F. F位 菅曄楠 多久 EP+CD+0G,[. [位
飯盛悠基 佐賀学園 +PXFD['G,). )位
飯盛悠基 佐賀学園 CPC+DFEG,[. [位
寺川琉之介 武雄 大会新E_D)_G,'. '位

佐賀商業m:n# 嘉村起努 'P')D_CG,). )位 佐賀商業m:n# 山田春音 0PX)D)XG,_. _位

森田敏正 於保紫音
末永拓巳 宮副美和
久我翔星 } 前田優花 }

佐賀商業m:n# 末永拓巳 'PE_DCCG,E. E位

森田敏正
井手晃大
久我翔星

佐賀商業m:n# 嘉村起努 [PX)D_XG,[. [位

久我翔星
副島翔悠
河上慶

男子総合 佐賀商業 +0点 第[位

令和�年度}第��回全九州高等学校水泳競技大会

男子 女子
EX�自由形#決勝 FXX�自由形決勝

EX�自由形#決勝 FXX�自由形決勝
+EXX�自由形決勝 [XX�自由形決勝

+XX�平泳¥決勝 FXX�個人¨©ª:決勝

+XX�平泳¥決勝
CXX�平泳¥決勝
+XX�背泳¥#決勝

F¬+XX�®:®ª:#¯°±決勝

F¬+XX�¨©ª:®ª:#¯°±決勝

F¬CXX�®:®ª:#¯°±決勝

F¬CXX�®:®ª:#¯°±決勝

期日#$#令和'年)月+,日-火/012日3金5

会場#$898:;<=

木山宝 唐津商業 1'EFGH-+I/ 廣橋芽依佳 佐賀商業 1)EI)H-IF/

木山宝 唐津商業 1IEFIH-+I/ +I位
寺川琉之介 武雄 1IEIFH-Y)/
森田敏正 佐賀商業 +^2YE1IH-IG/

寺川琉之介 武雄 Y,E+2H-G/
寺川琉之介 武雄 YFEGFH-G/ G位

+22_平泳b予選
+22_背泳b予選
+22_背泳b#f決勝

令和i年度k全国高校総体水泳競技大会

男子 女子
Y2_自由形#予選 Y2_自由形#予選
Y2_自由形#f決勝

Y2_自由形#予選



<飛込>  

今年度はコロナ禍の状況において、佐賀県高校総体をはじめ、九州高校総体・全国高校

総体が開催され選手の日頃の成果を発揮できる場をいただけたことに感謝しております。 

 佐賀県高校総体と九州高校総体では、致遠館の村山が３ｍ飛板飛込と高飛込とも優勝

し２冠を果たした。 

 全国高校総体では、３ｍ飛板飛込において佐賀学園の大内が３位、致遠館の村山が４

位入賞を果たし、高飛込では村山が３位入賞を果たした。佐賀県から２名の選手が全国高

校総体に出場し、２名ともが表彰台に上ることができた。学校別対抗でも致遠館が３位、

佐賀学園が５位となった。 

 【成績】 

   佐賀県高校総体 ３ｍ飛板飛込 １位 村山聖来 476.10点  

                  ２位 大内晴名 387.35点 

           高飛込    １位 村山聖来 429.65点 

                  ２位 大内晴名 394.95点 

   九州高校総体  ３ｍ飛板飛込 １位 村山聖来 476.10点  

                  ２位 大内晴名 387.35点 

           高飛込    １位 村山聖来 429.65点 

                  ２位 大内晴名 394.95点 

   全国高校総体  ３ｍ飛板飛込 ３位 大内晴名 413.30点 

                  ４位 村山聖来 397.45点 

           高飛込    ３位 村山聖来 409.15点 

                                10 位  大内晴名 330.90点 

           女子学校別対抗 3 位 致遠館高校 

                   5 位 佐賀学園高校  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<水球> 

今年度指導者が変わり、生徒もぎりぎりの人数で各種大会を終えた。 

先ずはかつてのように、人数を増やし、もう一度九州、全国の舞台で戦えるチームに 

変貌していく必要がある。 

 

 

 

全九州高等学校水球選手権（末弘杯） 

福岡県立プール  ６月 12日～13日 

2回戦  VS 福岡工 

 

２－２ 

佐賀東 ４ １－４ １４ 福岡工 

１－３ 

０－５ 

 

 

全九州高等学校水球大会 

長崎市民プール  7月 10日～11日 

2回戦   VS  鹿児島南 

 

 

１－６ 

佐賀東 ４ ２－４  ２２ 鹿児島南 

０－４ 

１－８ 

 

 

 

 


