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   1位 1位 2位 2位 3位 3位 4位 4位 5位 5位 6位 6位
自由形 古川　裕也 高2 三好　良汰 高1 中村　優太 高2 松本　貴幸 高1 古川　琢朗 高3 竹下　兆則 高1
50m 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀工業高校 佐賀商業高校 小城高校 唐津西

26.24 26.36 27.08 27.34 27.46 27.66

自由形 古川　裕也 高2 松林　剛志 高2 江里口佳宏 高3 三好　良汰 高1 諸岡　拓也 高2 中村　優太 高2
100m 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀工業高校

56.13 56.54 57.48 58.86 59.66 59.81

自由形 廣村　駿幸 高3 坂本　章記 高3 江里口佳宏 高3 松林　剛志 高2 中村　友栄 高3 樋渡眞佐之 高2
200m 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校

01:56.16 02:00.30 02:00.97 02:01.62 02:06.33 02:07.19
(大会新)

自由形 廣村　駿幸 高3 江里口佳宏 高3 樋渡眞佐之 高2 松林　剛志 高2 川勝　友樹 高3 江口　雅人 高1
400m 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 致遠館高

04:08.80 04:15.23 04:17.92 04:22.97 04:32.19 04:43.10

背泳ぎ 山内　惇史 高2 川原　健嗣 高2 川原　佳明 高1 堀田　彦馬 高3 岸　　俊介 高1 三好　良汰 高1
50m 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 唐津商業高校 佐賀西高校 佐賀学園高校

29.49 29.76 29.83 30.47 31.96 33.52

背泳ぎ 中村　友栄 高3 川原　健嗣 高2 山内　惇史 高2 川原　佳明 高1 前田　修造 高1 島　龍之介 高1
100m 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 伊万里商業 佐賀東

01:02.86 01:03.24 01:03.63 01:04.16 01:09.78 01:15.94

背泳ぎ 中村　友栄 高3 川原　健嗣 高2 山内　惇史 高2 川原　佳明 高1 江口　雅人 高1 大野　誠也 高2
200m 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 致遠館高 佐賀東

02:12.62 02:17.49 02:18.91 02:19.04 02:35.95 02:43.51

平成２０年度　佐賀県高等学校総合体育大会　水泳競技成績　（男子）
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平泳ぎ 吉梅　　龍 高3 坂本　章記 高3 田辺　圭亮 高3 永原　裕介 高1 田邉　賢是 高1 湯ノ谷　学 高2
50m 佐賀学園高校 佐賀商業高校 唐津商業高校 佐賀工業高校 唐津商業高校 龍谷高校

30.98 31.15 31.38 33.41 34.11 34.71

平泳ぎ 吉梅　　龍 高3 田辺　圭亮 高3 坂本　章記 高3 岡　　直正 高1 池田　成也 高2 山本　洸司 高3
100m 佐賀学園高校 唐津商業高校 佐賀商業高校 佐賀西高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校

01:07.29 01:07.63 01:08.26 01:09.79 01:13.02 01:14.75

平泳ぎ 吉梅　　龍 高3 山本　洸司 高3 岡　　直正 高1 池田　成也 高2 田辺　圭亮 高3 松雪　　颯 高2
200m 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀西高校 佐賀商業高校 唐津商業高校 佐賀商業高校

02:28.84 02:31.38 02:34.49 02:34.66 02:39.37 02:44.85

バタフライ 廣村　駿幸 高3 片波　　駿 高3 堀田　彦馬 高3 池田　智樹 高1 金持　正信 高1 岸　　俊介 高1
50m 佐賀学園高校 佐賀商業高校 唐津商業高校 佐賀商業高校 唐津商業高校 佐賀西高校

26.47 27.30 27.31 27.42 27.65 28.71

バタフライ 片波　　駿 高3 池田　智樹 高1 田代　武蔵 高3 松尾　　尭 高2 堀田　彦馬 高3 諸岡　拓也 高2
100m 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 三養基高校 唐津商業高校 佐賀学園高校

58.95 01:00.06 01:00.07 01:00.85 01:01.47 01:01.88

バタフライ 田代　武蔵 高3 片波　　駿 高3 松尾　　尭 高2 諸岡　拓也 高2 池田　智樹 高1 武冨　圭助 高1
200m 佐賀学園高校 佐賀商業高校 三養基高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校

02:10.00 02:10.39 02:11.47 02:13.33 02:16.91 02:23.03

個人メドレー 山本　洸司 高3 池田　成也 高2 田代　武蔵 高3 樋渡眞佐之 高2 江口　雅人 高1 古川　裕也 高2
200m 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 致遠館高 佐賀商業高校

02:16.01 02:17.64 02:22.89 02:23.78 02:24.22 02:25.20
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リレー 佐賀商業高校 高 佐賀学園高校 高 佐賀西高校 高 唐津商業高校 高 龍谷高校 高 佐賀東 高
200m 坂本　章記 高3 廣村　駿幸 高3 岸　　俊介 高1 堀田　彦馬 高3 角野　誠一 高1 佐伯　裕也 高1

松林　剛志 高2 中村　友栄 高3 成富　隆介 高2 中島　　功 高2 湯ノ谷　学 高2 蒲原　来希 高1
古川　裕也 高2 田代　武蔵 高3 坂本　　輝 高3 金持　正信 高1 小原　健司 高3 諸岡　祥一 高1
片波　　駿 高3 三好　良汰 高1 石戸成一郎 高3 田辺　圭亮 高3 谷口　遼馬 高2 大野　誠也 高2

01:41.59 01:43.67 01:46.52 01:46.94 01:49.16 01:49.86
(大会新)

リレー 佐賀商業高校 高 佐賀学園高校 高 唐津商業高校 高 佐賀西高校 高 佐賀東 高 佐賀工業高校 高
400m 坂本　章記 高3 廣村　駿幸 高3 金持　正信 高1 岡　　直正 高1 佐伯　裕也 高1 川﨑　麻人 高3

江里口佳宏 高3 中村　友栄 高3 堀田　彦馬 高3 岸　　俊介 高1 田中　健太郎 高1 埜中　宏一 高2
古川　裕也 高2 田代　武蔵 高3 中島　　功 高2 石戸成一郎 高3 大野　誠也 高2 中村　優太 高2
片波　　駿 高3 三好　良汰 高1 田辺　圭亮 高3 真子　朋也 高1 蒲原　来希 高1 大橋　拓郎 高2

03:40.87 03:45.25 03:57.43 03:58.76 04:09.23 04:10.55
(大会新)

メドレーリレー 佐賀商業高校 高 佐賀学園高校 高 唐津商業高校 高 龍谷高校 高 佐賀西高校 高 佐賀東 高
200m 山内　惇史 高2 中村　友栄 高3 金持　正信 高1 谷口　遼馬 高2 石戸成一郎 高3 大野　誠也 高2

坂本　章記 高3 吉梅　　龍 高3 田辺　圭亮 高3 湯ノ谷　学 高2 岡　　直正 高1 蒲原　来希 高1
片波　　駿 高3 田代　武蔵 高3 堀田　彦馬 高3 小原　健司 高3 岸　　俊介 高1 田中　健太郎 高1
古川　裕也 高2 廣村　駿幸 高3 中島　　功 高2 角野　誠一 高1 成富　隆介 高2 佐伯　裕也 高1

01:52.47 01:52.89 01:57.51 02:01.69 02:02.56 02:06.55

メドレーリレー 佐賀学園高校 高 佐賀商業高校 高 唐津商業高校 高 佐賀東 高 佐賀工業高校 高 龍谷高校 高
400m 中村　友栄 高3 山内　惇史 高2 金持　正信 高1 大野　誠也 高2 川﨑　麻人 高3 小原　健司 高3

吉梅　　龍 高3 山本　洸司 高3 田辺　圭亮 高3 蒲原　来希 高1 永原　裕介 高1 湯ノ谷　学 高2
田代　武蔵 高3 片波　　駿 高3 堀田　彦馬 高3 田中　健太郎 高1 大橋　拓郎 高2 谷口　遼馬 高2
廣村　駿幸 高3 坂本　章記 高3 中島　　功 高2 佐伯　裕也 高1 中村　優太 高2 角野　誠一 高1

04:01.25 04:04.80 04:21.34 04:40.15 04:42.31 04:42.46
(大会新)


