
平成22年度 第48回佐賀県高等学校総合体育大会　　水泳競技 男子（第1日目）

   
自由形 稲葉　桂亮 高2 峯　　勇太 高2 松林　耕一 高1 岸　　俊介 高3 三好　良汰 高3 中島　　隆 高2 徳永　雄大 高3 幸松　泰斗 高1
100m 唐津商業 致遠館 佐賀商業 佐賀西 佐賀学園 佐賀学園 唐津工業 伊万里

54.12 55.72 56.77 56.82 57.30 57.51 58.04 58.09

自由形 池田　智樹 高3 峯　　勇太 高2 松本　貴幸 高3 松尾　省吾 高1 中島　　隆 高2 千綿　修平 高1 中川健太郎 高3 楢原　　勇 高2
400m 佐賀商業 致遠館 佐賀商業 佐賀学園 佐賀学園 佐賀商業 伊万里農林 佐賀学園

4:09.39 4:13.73 4:20.25 4:22.98 4:23.44 4:27.29 4:44.03 4:48.12

背泳ぎ 金持　義和 高2 川原　佳明 高3 竹下　兆則 高3 中島　純平 高1 稲股　一鷹 高2 柴田　雅裕 高2 江口　雅人 高3 西村　　京 高1
200m 唐津商業 佐賀商業 唐津西 佐賀商業 佐賀商業 佐賀西 致遠館 佐賀学園

2:11.02 2:11.20 2:21.66 2:22.50 2:24.50 2:27.23 2:30.58 2:41.25

平泳ぎ 木寺　亮太 高2 濱野　元助 高3 小嶋　純平 高1 松尾　省吾 高1 野田　健太 高2
200m 佐賀学園 佐賀学園 佐賀商業 佐賀学園 伊万里

2:20.62 2:26.05 2:26.69 2:28.36 2:41.34 nitime 

バタフライ 日高　郁弥 高2 角　　亮育 高1 江口　雅人 高3 山田　勇也 高2 松本　龍也 高1 江越　一樹 高1 田島　麗一 高2
200m 佐賀学園 佐賀商業 致遠館 佐賀商業 唐津西 佐賀商業 佐賀工業

2:02.98 2:16.06 2:18.24 2:32.94 2:37.72 2:41.77 2:44.19
(大会新)

リレー 佐賀学園 高 佐賀商業 高 唐津商業 高 佐賀西 高 致遠館 高 佐賀工業 高
400m 日高　郁弥 高2 武冨　圭助 高3 稲葉　桂亮 高2 江良　　洋 高2 田原　凌輔 高3 本村　純平 高3

中島　　隆 高2 松林　耕一 高1 田邉　賢是 高3 柴田　雅裕 高2 江口　雅人 高3 中山　寛文 高3
三好　良汰 高3 松本　貴幸 高3 金持　正信 高3 谷口　大輔 高2 山口　拓馬 高1 田島　麗一 高2
木寺　亮太 高2 池田　智樹 高3 金持　義和 高2 岸　　俊介 高3 峯　　勇太 高2 北川　慶樹 高2

3:42.17 3:45.04 3:51.68 3:58.61 4:04.08 4:22.43

メドレーリレー 佐賀学園 高 唐津商業 高 佐賀商業 高 佐賀西 高 致遠館 高 佐賀工業 高
400m 松尾　省吾 高1 金持　義和 高2 川原　佳明 高3 柴田　雅裕 高2 山口　拓馬 高1 北川　慶樹 高2

木寺　亮太 高2 田邉　賢是 高3 小嶋　純平 高1 藤井　英昭 高2 江口　雅人 高3 永原　裕介 高3
日高　郁弥 高2 金持　正信 高3 池田　智樹 高3 谷口　大輔 高2 峯　　勇太 高2 田島　麗一 高2
三好　良汰 高3 稲葉　桂亮 高2 松本　貴幸 高3 岸　　俊介 高3 田原　凌輔 高3 本村　純平 高3

4:05.08 4:06.90 4:07.39 4:25.19 4:38.57 4:39.72

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位



期日 ； 平成22年6月5日(土)・6日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

自由形 稲葉　桂亮 高2 岸　　俊介 高3 幸松　泰斗 高1 三好　良汰 高3 松延　　諒 高2 宮崎　悠平 高3 徳永　雄大 高3 酒井　大樹 高1
50m 唐津商業 佐賀西 伊万里 佐賀学園 東明館 唐津青翔 唐津工業 致遠館

25.06 25.28 25.85 26.39 26.70 26.84 26.97 27.44

背泳ぎ 竹下　兆則 高3 金持　正信 高3 柴田　雅裕 高2 中島　純平 高1 稲股　一鷹 高2 山口　拓馬 高1 西村　　京 高1 野口　敬暁 高1
50m 唐津西 唐津商業 佐賀西 佐賀商業 佐賀商業 致遠館 佐賀学園 佐賀北

29.63 30.18 30.25 30.74 31.07 33.40 33.69 34.03

平泳ぎ 木寺　亮太 高2 永原　裕介 高3 濱野　元助 高3 北川　友規 高1 小嶋　純平 高1 松本　貴幸 高3 田邉　賢是 高3 藤井　英昭 高2
50m 佐賀学園 佐賀工業 佐賀学園 武雄 佐賀商業 佐賀商業 唐津商業 佐賀西

30.60 31.48 31.68 32.37 32.65 33.02 33.17 34.31
(大会新)

バタフライ 日高　郁弥 高2 金持　正信 高3 武冨　圭助 高3 金丸　聖哉 高1 徳永　雄大 高3 山口　貴樹 高3 前田　修造 高3 幸松　泰斗 高1
50m 佐賀学園 唐津商業 佐賀商業 佐賀学園 唐津工業 敬徳 伊万里商業 伊万里

25.90 27.42 28.40 28.76 28.82 28.91 29.03 29.76

個人メドレー 池田　智樹 高3 峯　　勇太 高2 稲葉　桂亮 高2 松尾　省吾 高1 角　　亮育 高1 前田　修造 高3 江口　雅人 高3
200m 佐賀商業 致遠館 唐津商業 佐賀学園 佐賀商業 伊万里商業 致遠館

2:13.76 2:14.99 2:15.55 2:17.28 2:17.44 2:21.42 2:23.90

自由形 池田　智樹 高3 松本　貴幸 高3 松林　耕一 高1 中島　　隆 高2 三好　良汰 高3 中川健太郎 高3 本村　純平 高3 野下　　剛 高3
200m 佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園 佐賀学園 伊万里農林 佐賀工業 鳥栖

1:57.52 2:01.50 2:03.58 2:03.73 2:04.50 2:12.74 2:16.16 2:17.97

背泳ぎ 金持　義和 高2 竹下　兆則 高3 前田　修造 高3 柴田　雅裕 高2 中島　純平 高1 松林　耕一 高1 稲股　一鷹 高2 西村　　京 高1
100m 唐津商業 唐津西 伊万里商業 佐賀西 佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園

1:01.02 1:03.72 1:05.46 1:05.71 1:05.80 1:06.35 1:07.14 1:16.15

平泳ぎ 木寺　亮太 高2 濱野　元助 高3 小嶋　純平 高1 永原　裕介 高3 川原　佳明 高3 北川　友規 高1 田邉　賢是 高3 角　　亮育 高1
100m 佐賀学園 佐賀学園 佐賀商業 佐賀工業 佐賀商業 武雄 唐津商業 佐賀商業

1:05.13 1:07.67 1:09.41 1:09.98 1:11.28 1:11.96 1:12.24 1:14.64
(大会新)

バタフライ 日高　郁弥 高2 金持　正信 高3 武冨　圭助 高3 谷口　大輔 高2 山口　貴樹 高3 千綿　修平 高1 金丸　聖哉 高1 松本　龍也 高1
100m 佐賀学園 唐津商業 佐賀商業 佐賀西 敬徳 佐賀商業 佐賀学園 唐津西

55.66 1:00.76 1:00.89 1:02.95 1:04.01 1:05.34 1:06.48 1:07.22
(大会新)

メドレーリレー 佐賀学園 高 唐津商業 高 佐賀商業 高 佐賀西 高 致遠館 高 佐賀工業 高
200m 松尾　省吾 高1 金持　義和 高2 川原　佳明 高3 柴田　雅裕 高2 山口　拓馬 高1 井本　健斗 高1

木寺　亮太 高2 田邉　賢是 高3 小嶋　純平 高1 藤井　英昭 高2 江口　雅人 高3 山口　広貴 高1
日高　郁弥 高2 金持　正信 高3 池田　智樹 高3 谷口　大輔 高2 峯　　勇太 高2 上野　康樹 高1
三好　良汰 高3 稲葉　桂亮 高2 武冨　圭助 高3 岸　　俊介 高3 酒井　大樹 高1 大園　孝史 高1

1:51.85 1:52.51 1:53.79 1:58.73 2:03.35 2:35.36

6位 7位 8位

平成22年度　佐賀県高校総合体育大会水泳競技大会(2日目)　　男子

1位 2位 3位 4位 5位



リレー 佐賀学園 高 佐賀商業 高 唐津商業 高 佐賀西 高 致遠館 高 鳥栖 高 佐賀工業 高
200m 三好　良汰 高3 武冨　圭助 高3 稲葉　桂亮 高2 藤井　英昭 高2 田原　凌輔 高3 浦　　颯斗 高1 北川　慶樹 高2

木寺　亮太 高2 松本　貴幸 高3 田邉　賢是 高3 柴田　雅裕 高2 江口　雅人 高3 松尾　優作 高2 平川　裕基 高2
中島　　隆 高2 川原　佳明 高3 金持　正信 高3 谷口　大輔 高2 山口　拓馬 高1 西村　　直 高2 廣瀬　慎作 高3
日高　郁弥 高2 池田　智樹 高3 金持　義和 高2 岸　　俊介 高3 酒井　大樹 高1 野下　　剛 高3 江島　　豪 高2

1:42.41 1:42.70 1:43.09 1:44.15 1:49.05 1:51.97 2:00.96


