
令和4年度佐賀県高校総体水泳競技大会 兼 令和4年度 全九州高校佐賀県予選会 団体総合得点 

開催日；　2022/05/28～2022/05/29

会場名；  SAGAアクア

男子    総合

順位 所属名 得点 入賞者 リレー 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

1 佐  賀：佐賀商業 273.0 42 48.0 11 9 5 8 4 3 1 1

2 佐  賀：佐賀学園高校 81.0 11 36.0 3 1 3 1 2 0 0 1

3 佐  賀：佐賀北 72.0 12 24.0 0 3 4 1 1 1 1 1

4 佐  賀：唐津商業 59.0 11 10.0 1 1 3 1 3 1 0 1

5 佐  賀：致遠館高校 56.0 9 26.0 1 1 2 2 0 1 1 1

6 佐  賀：佐賀西高校 32.0 9 12.0 0 0 0 0 2 5 1 1

7 佐  賀：佐賀清和 27.0 4 8.0 0 2 0 1 1 0 0 0

8 佐  賀：龍谷高校 25.0 6 0.0 2 0 0 0 1 1 0 2



令和4年度佐賀県高校総体水泳競技大会 兼 令和4年度 全九州高校佐賀県予選会 男子成績一覧表 

開催日；　2022/05/28～2022/05/29 総合結果

会場名；  SAGAアクア

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

渋谷琥玲亜  高1 寺川琉之介  高2 末永　拓巳  高3 立川　晴太  高3 森田　敏正  高3 脇山　智輝  高3 古川　由馬  高3 清原　亮然  高3

佐賀商業 武雄高校 佐賀商業 伊万里高校 佐賀商業 唐津東高校 佐賀工業高校 龍谷高校

23.80 23.84 24.33 24.91 25.18 25.63 25.97 26.44

(九高標) 26.06 大会新 大会新

渋谷琥玲亜  高1 久我　翔星  高3 嘉村　起努  高2 花田　郁弥  高2 脇山　智輝  高3 吉田　壮汰  高2 福井　雅幸  高3 古川　兼慎  高1

佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業 佐賀清和 唐津東高校 致遠館高校 佐賀東高校 佐賀学園高校

52.29 53.85 54.07 57.19 57.61 1:02.20 1:02.60 1:03.14

(九高標) 57.15

田中虎太朗  高2 岩石　莉空  高1 佐藤　正崇  高1 久我　翔星  高3 松本　力輝  高3 副島　翔悠  高2 寳藏寺侑太  高3 福井　優星  高1

佐賀学園高校 佐賀清和 佐賀商業 佐賀商業 小城高校 佐賀商業 牛津高校 致遠館高校

1:55.57 1:58.55 1:59.86 2:01.08 2:03.33 2:03.71 2:10.55 2:12.59

(九高標) 2:08.32

田中虎太朗  高2 岩石　莉空  高1 佐藤　正崇  高1 松本　力輝  高3 瀧　稟太郎  高2 寳藏寺侑太  高3 福井　優星  高1 野村　宇宙  高3

佐賀学園高校 佐賀清和 佐賀商業 小城高校 佐賀商業 牛津高校 致遠館高校 佐賀商業

4:08.20 4:14.35 4:16.84 4:28.77 4:32.01 4:37.35 4:43.40 4:47.13

(九高標) 4:39.01

瀧　稟太郎  高2 野村　宇宙  高3

佐賀商業 佐賀商業

18:19.08 18:57.13

(九高標) 18:20.09

末永　拓巳  高3 副島　翔悠  高2 関谷　大空  高1 野田　絢汰  高2 古川　兼慎  高1 中尾　航大  高3 北島　生輝  高2 馬渡　大空  高2

佐賀商業 佐賀商業 佐賀北 佐賀商業 佐賀学園高校 佐賀西高校 佐賀工業高校 佐賀西高校

28.01 28.97 29.46 30.28 35.53 36.22 37.00 38.12

(九高標) ----

寺川琉之介  高2 末永　拓巳  高3 岩永　　悠  高1 副島　翔悠  高2 堤　　俊誠  高1 中村　優希  高2 関谷　大空  高1 古川　由馬  高3

武雄高校 佐賀商業 致遠館高校 佐賀商業 佐賀商業 龍谷高校 佐賀北 佐賀工業高校

56.53 1:00.15 1:01.93 1:03.03 1:05.82 1:06.08 1:06.63 1:07.50

(九高標) 1:07.49 県新

岩永　　悠  高1 関谷　大空  高1 真﨑　大悟  高1

致遠館高校 佐賀北 佐賀北

2:13.98 2:23.56 2:28.66

(九高標) 2:29.34

50m 自由形

200m 自由形

1500m 自由形

100m 背泳ぎ

200m 背泳ぎ

50m 背泳ぎ

種目

100m 自由形

400m 自由形



令和4年度佐賀県高校総体水泳競技大会 兼 令和4年度 全九州高校佐賀県予選会 男子成績一覧表 

開催日；　2022/05/28～2022/05/29 総合結果

会場名；  SAGAアクア

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位種目

森田　敏正  高3 鶴田　総司  高2 百田　淳人  高3 嘉村　起努  高2 山本　青空  高3 池田　龍生  高3 原口　翔伍  高2 片渕　奏太  高1

佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園高校 佐賀商業 唐津商業 唐津商業 佐賀東高校 鳥栖高校

29.40 30.78 31.44 31.83 32.04 32.44 34.11 35.38

(九高標) ---- 大会新

森田　敏正  高3 鶴田　総司  高2 山本　青空  高3 枝吉　瑚斉  高2 池田　龍生  高3 江村　颯太  高2 原口　翔伍  高2 清原　亮然  高3

佐賀商業 佐賀商業 唐津商業 致遠館高校 唐津商業 佐賀北 佐賀東高校 龍谷高校

1:05.11 1:06.89 1:08.34 1:08.78 1:10.45 1:10.58 1:14.33 1:15.16

(九高標) 1:12.10

百田　淳人  高3 鶴田　総司  高2 山本　青空  高3 枝吉　瑚斉  高2 江村　颯太  高2 馬渡　大空  高2

佐賀学園高校 佐賀商業 唐津商業 致遠館高校 佐賀北 佐賀西高校

2:23.39 2:23.45 2:25.80 2:29.64 2:33.21 3:00.12

(九高標) 2:39.89

渋谷琥玲亜  高1 白水　悠登  高2 久我　翔星  高3 森　丈太朗  高3 田中虎太朗  高2 堤　　俊誠  高1 永田　祐太  高3 野田　啓太  高3

佐賀商業 佐賀北 佐賀商業 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀西高校 佐賀工業高校

25.32 25.69 26.18 26.22 26.75 27.16 28.14 31.10

(九高標) ---- 大会新

森　丈太朗  高3 立川　晴太  高3 白水　悠登  高2 中園　凌輔  高3 副島　大誠  高1 永田　祐太  高3 嘉村　起努  高2 鶴田　蓮治  高2

唐津商業 伊万里高校 佐賀北 佐賀商業 佐賀商業 佐賀西高校 佐賀商業 佐賀北

58.12 58.22 58.48 1:00.75 1:02.57 1:03.56 1:05.71 1:07.82

(九高標) 1:03.29

野田　絢汰  高2 森　丈太朗  高3 白水　悠登  高2 副島　大誠  高1 永田　祐太  高3

佐賀商業 唐津商業 佐賀北 佐賀商業 佐賀西高校

2:04.95 2:13.13 2:14.57 2:29.78 2:29.96

(九高標) 2:28.01

市丸　愛翔  高1 中園　凌輔  高3 池田　龍生  高3 江口　昇吾  高3 中村　優希  高2 堤　　俊誠  高1

龍谷高校 佐賀商業 唐津商業 佐賀商業 龍谷高校 佐賀商業

2:06.72 2:20.74 2:21.29 2:21.51 2:23.31 2:26.89

(九高標) 2:25.70

市丸　愛翔  高1 野田　絢汰  高2 百田　淳人  高3 江口　昇吾  高3 毎熊　　仁  高2

龍谷高校 佐賀商業 佐賀学園高校 佐賀商業 佐賀西高校

4:27.73 4:40.62 4:55.79 5:12.64 5:27.17

(九高標) 5:26.29 大会新

200m 平泳ぎ

200m バタフライ

400m 個人メドレー

50m バタフライ

100m バタフライ

200m 個人メドレー

50m 平泳ぎ

100m 平泳ぎ



令和4年度佐賀県高校総体水泳競技大会 兼 令和4年度 全九州高校佐賀県予選会 男子成績一覧表 

開催日；　2022/05/28～2022/05/29 総合結果

会場名；  SAGAアクア

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位種目

佐賀商業  高 致遠館高校  高 佐賀学園高校  高 佐賀北  高 佐賀清和  高 佐賀西高校  高 佐賀工業高校  高 唐津商業  高

堤　　俊誠  高1 吉田　壮汰  高2 田中虎太朗  高2 鶴田　蓮治  高2 岩石　莉空  高1 永田　祐太  高3 古川　由馬  高3 森　丈太朗  高3

嘉村　起努  高2 枝吉　瑚斉  高2 百田　淳人  高3 江村　颯太  高2 田中　一颯  高1 古場　雄大  高1 釘尾　誠二  高3 山本　青空  高3

久我　翔星  高3 福井　優星  高1 古川　兼慎  高1 白水　悠登  高2 市丸　拓弥  高3 毎熊　　仁  高2 野田　啓太  高3 池田　龍生  高3

渋谷琥玲亜  高1 岩永　　悠  高1 片渕　　翔  高1 井﨑　泰成  高3 花田　郁弥  高2 中尾　航大  高3 野口　優太  高3 米原　稜貴  高3

3:35.00 3:54.99 4:04.10 4:05.88 4:06.21 4:11.99 4:13.77 4:17.95

(九高標) 4:06.40

佐賀商業  高 佐賀学園高校  高

野田　絢汰  高2 田中虎太朗  高2

佐藤　正崇  高1 百田　淳人  高3

久我　翔星  高3 古川　兼慎  高1

渋谷琥玲亜  高1 片渕　　翔  高1

7:58.31 9:00.51

(九高標) 9:24.48 大会新

佐賀商業  高 佐賀北  高 致遠館高校  高 佐賀学園高校  高 唐津商業  高 佐賀西高校  高

末永　拓巳  高3 関谷　大空  高1 岩永　　悠  高1 古川　兼慎  高1 池田　龍生  高3 永田　祐太  高3

森田　敏正  高3 江村　颯太  高2 枝吉　瑚斉  高2 百田　淳人  高3 山本　青空  高3 馬渡　大空  高2

野田　絢汰  高2 白水　悠登  高2 福井　優星  高1 田中虎太朗  高2 森　丈太朗  高3 毎熊　　仁  高2

渋谷琥玲亜  高1 鶴田　蓮治  高2 吉田　壮汰  高2 片渕　　翔  高1 米原　稜貴  高3 中尾　航大  高3

3:53.72 4:17.09 4:18.82 4:32.31 4:37.14 4:41.48

(九高標) 4:34.52 県新タイ

400m フリーリレー

4×200m フリーリレー

4×100m メドレーリレー


