
期日 ； 平成23年6月4日(土)・5日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

自由形 牟田　絢香 高1 梶谷　まり 高3 宮本真梨子 高3 杠　真由美 高1 吉村　有沙 高1 渕上　弥娑 高2 山口　千穂 高1
100m 佐賀商業 致遠館 致遠館 佐賀学園 唐津東 致遠館 佐賀西
タイム決勝 1:00.51 1:01.48 1:02.05 1:02.16 1:07.90 1:08.31 1:16.17

自由形 梶谷　まり 高3 杠　真由美 高1 古場　春香 高3 不動寺麗佳高1 伊藤亜佑子高1 松本　由季 高1
400m 致遠館 佐賀学園 佐賀商業 佐賀学園 唐津商業 佐賀商業
タイム決勝 4:29.66 4:33.28 4:33.76 4:45.08 5:14.54 5:34.78

背泳ぎ 竹下　優美 高3 川原　由暉 高2 楠原　梨央 高2 小形　美嵯 高3 渕上　桃花 高1 佐藤　里紗 高3 江口　朝美 高1
200m 佐賀学園 佐賀商業 唐津東 唐津商業 唐津商業 鳥栖商業 唐津商業
タイム決勝 2:21.99 2:32.52 2:32.76 2:34.81 2:45.03 2:46.85 2:51.06

平泳ぎ 桧枝　朱里 高3 江頭奈津美高1 松尾麻友香 高3
200m 三養基 佐賀商業 小城
タイム決勝 2:48.78 2:55.38 3:08.60

バタフライ 西早　　櫻 高2 藤　有梨奈 高3 佐々木仁美 高1 御厨　友紀 高1
200m 佐賀学園 佐賀商業 佐賀北 佐賀学園
タイム決勝 2:20.08 2:23.61 2:28.38 2:28.40

リレー 佐賀商業 高 佐賀学園 高 致遠館高 高 唐津商業高校高
400m 上原眞莉奈高1 杠　真由美 高1 渕上　弥娑 高2 江口　朝美 高1
タイム決勝 藤　有梨奈 高3 竹下　優美 高3 梶谷　まり 高3 渕上　桃花 高1

古場　春香 高3 不動寺麗佳高1 峰松　　彩 高1 伊藤亜佑子高1
牟田　絢香 高1 西早　　櫻 高2 宮本真梨子 高3 小形　美嵯 高3

4:06.33 Fin. 4:07.81 Fin. 4:15.51 Fin. 4:41.80 Fin.

 1:02.05 1st.  1:01.72 1st.  1:06.15 1st.  1:14.16 1st.

メドレーリレー 佐賀学園 高 佐賀商業 高 致遠館高 高 唐津商業高校高
400m 竹下　優美 高3 川原　由暉 高2 宮本真梨子 高3 小形　美嵯 高3
タイム決勝 西早　　櫻 高2 藤　有梨奈 高3 梶谷　まり 高3 渕上　桃花 高1

御厨　友紀 高1 古場　春香 高3 峰松　　彩 高1 吉田　　晶 高1
杠　真由美 高1 牟田　絢香 高1 渕上　弥娑 高2 伊藤亜佑子高1

4:33.27 Fin. 4:36.57 Fin. 4:52.42 Fin. 5:25.96 Fin.

 1:05.78 1st.  1:10.59 1st.  1:13.07 1st.  1:13.06 1st.

8位1位 2位 3位 4位

平成23年度　佐賀県高校総合体育大会水泳競技大会(1日目)　　女子

5位 6位 7位



期日 ； 平成23年6月4日(土)・5日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

自由形 牟田　絢香 高1 宮本真梨子高3 上原眞莉奈 高1 田原　由梨 高3 中小田雅生高3 渕上　弥娑 高2 彌吉　由美 高2 吉村　有沙 高1
50m 佐賀商業 致遠館 佐賀商業 白石 敬徳 致遠館 東明館 唐津東
決勝 28.22 28.76 29.05 29.48 29.94 30.09 30.68 31.31

背泳ぎ 竹下　優美 高3 高木　聖奈 高1 田原　由梨 高3 川原　由暉 高2 宮本真梨子高3 小形　美嵯 高3 渕上　桃花 高1 吉田　　晶 高1
50m 佐賀学園 鳥栖商業 白石 佐賀商業 致遠館 唐津商業 唐津商業 唐津商業
決勝 31.20 31.46 32.17 32.85 33.43 33.99 36.00 39.12

(県ﾀｲ)
平泳ぎ 桧枝　朱里 高3 中小田雅生高3 長岡　瑞穂 高1 松尾麻友香高3 富永　瑠香 高1 中野　圭渉 高3 松本　由季 高1
50m 三養基 敬徳 鳥栖商業 小城 伊万里 佐賀東 佐賀商業
タイム決勝 36.24 36.74 37.14 40.66 45.07 45.09 45.82

バタフライ 牟田　絢香 高1 御厨　友紀 高1 佐々木仁美 高1 峰松　　彩 高1 田原　由梨 高3 彌吉　由美 高2 伊藤亜佑子 高1 吉田　　晶 高1
50m 佐賀商業 佐賀学園 佐賀北 致遠館 白石 東明館 唐津商業 唐津商業
決勝 30.08 30.28 30.32 31.07 31.75 32.10 36.86 37.11

個人メドレー 西早　　櫻 高2 藤　有梨奈 高3 江頭奈津美 高1 石橋　真由 高2 不動寺麗佳高1 彌吉　由美 高2 佐藤　佑香 高2
200m 佐賀学園 佐賀商業 佐賀商業 鳥栖商業 佐賀学園 東明館 鳥栖商業
タイム決勝 2:27.59 2:27.83 2:33.66 2:35.32 2:38.85 2:40.79 2:45.41

自由形 梶谷　まり 高3 杠　真由美 高1 古場　春香 高3 不動寺麗佳高1 伊藤亜佑子高1 渕上　弥娑 高2 松本　由季 高1
200m 致遠館 佐賀学園 佐賀商業 佐賀学園 唐津商業 致遠館 佐賀商業
タイム決勝 2:10.22 2:11.07 2:11.62 2:20.10 2:29.19 2:30.57 2:37.70

背泳ぎ 竹下　優美 高3 高木　聖奈 高1 川原　由暉 高2 楠原　梨央 高2 上原眞莉奈高1 小形　美嵯 高3 江頭奈津美 高1 佐藤　里紗 高3
100m 佐賀学園 鳥栖商業 佐賀商業 唐津東 佐賀商業 唐津商業 佐賀商業 鳥栖商業
決勝 1:06.41 1:08.64 1:10.07 1:10.85 1:11.21 1:12.85 1:13.70 1:18.84

平泳ぎ 桧枝　朱里 高3 藤　有梨奈 高3 石橋　真由 高2 中小田雅生高3 長岡　瑞穂 高1 松尾麻友香 高3 中野　圭渉 高3
100m 三養基 佐賀商業 鳥栖商業 敬徳 鳥栖商業 小城 佐賀東
タイム決勝 1:18.68 1:19.43 1:21.46 1:22.34 1:22.60 1:28.49 1:41.28

バタフライ 西早　　櫻 高2 佐々木仁美高1 古場　春香 高3 御厨　友紀 高1 峰松　　彩 高1 佐藤　佑香 高2 渕上　桃花 高1
100m 佐賀学園 佐賀北 佐賀商業 佐賀学園 致遠館 鳥栖商業 唐津商業
タイム決勝 1:04.07 1:07.44 1:07.51 1:07.77 1:09.12 1:13.84 1:22.71

メドレーリレー 佐賀学園 高 佐賀商業 高 鳥栖商業 高 致遠館 高 唐津商業 高

平成23年度　佐賀県高校総合体育大会水泳競技大会(2日目)　　女子

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位



期日 ； 平成23年6月4日(土)・5日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

平成23年度　佐賀県高校総合体育大会水泳競技大会(2日目)　　女子

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位
200m 竹下　優美 高3 上原眞莉奈高1 高木　聖奈 高1 宮本真梨子高3 江口　朝美 高1
タイム決勝 西早　　櫻 高2 藤　有梨奈 高3 石橋　真由 高2 梶谷　まり 高3 小形　美嵯 高3

御厨　友紀 高1 古場　春香 高3 佐藤　佑香 高2 峰松　　彩 高1 伊藤亜佑子高1
杠　真由美 高1 牟田　絢香 高1 長岡　瑞穂 高1 渕上　弥娑 高2 渕上　桃花 高1

2:06.06 Fin. 2:07.71 Fin. 2:08.44 Fin. 2:13.82 Fin. 2:28.43 Fin.

31.22 1st. 32.73 1st. 31.17 1st. 33.97 1st. 38.26 1st.
(大会新) 1st. (県新) 1st.

リレー 佐賀学園 高 佐賀商業 高 致遠館 高 鳥栖商業 高 唐津商業 高
200m 竹下　優美 高3 牟田　絢香 高1 渕上　弥娑 高2 高木　聖奈 高1 渕上　桃花 高1
タイム決勝 杠　真由美 高1 古場　春香 高3 宮本真梨子 高3 石橋　真由 高2 江口　朝美 高1

御厨　友紀 高1 藤　有梨奈 高3 梶谷　まり 高3 佐藤　佑香 高2 伊藤亜佑子高1
西早　　櫻 高2 上原眞莉奈高1 峰松　　彩 高1 長岡　瑞穂 高1 小形　美嵯 高3

1:54.62 Fin. 1:54.88 Fin. 1:56.82 Fin. 2:01.12 Fin. 2:08.08 Fin.

29.15 1st. 28.39 1st. 29.55 1st. 29.91 1st. 31.61 1st.


