
期日 ； 平成25年6月1日(土)・2日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

自由形 牟田　絢香 高3 小池　佐和 高1 上原眞莉奈 高3 坂本みずき 高2 原田　成美 高1 松永　彩花 高2 吉村　有沙 高3 浦川　桃子 高1
100m 佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業 致遠館 神埼 唐津商業 唐津東 唐津商業
タイム決勝 59.85 1:00.49 1:02.99 1:03.58 1:05.51 1:05.96 1:06.82 1:09.54

自由形 杠　真由美 高3 上原眞莉奈高3 不動寺麗佳 高3 江頭奈津美高3 松田　華穂 高1 浦川　桃子 高1 伊藤亜佑子 高3 松本　由季 高3
400m 佐賀学園 佐賀商業 佐賀学園 佐賀商業 佐賀学園 唐津商業 唐津商業 佐賀商業
タイム決勝 4:33.82 4:36.54 4:42.49 4:45.75 4:49.12 5:02.73 5:12.85 5:22.38

背泳ぎ 平石　夕華 高2 高木　聖奈 高3 太田　優花 高3 千綿　春菜 高2 牟田和可子高1 馬場　鈴花 高1 松田　華穂 高1 渕上　桃花 高3
200m 佐賀商業 鳥栖商業 唐津西 佐賀商業 佐賀学園 武雄 佐賀学園 唐津商業
タイム決勝 2:27.25 2:29.06 2:34.28 2:34.88 2:36.93 2:39.05 2:40.21 0.00

平泳ぎ 日高　彩香 高2 宮﨑めぐみ 高1 中島可南子 高1 不動寺麗佳高3 石橋　早紀 高2 松本　由季 高3 新宮ののこ 高1
200m 佐賀学園 敬徳 佐賀商業 佐賀学園 龍谷 佐賀商業 致遠館
タイム決勝 2:36.25 2:46.06 2:50.41 3:03.17 3:15.18 3:22.38 3:27.71

(大会新)
バタフライ 御厨　友紀 高3 佐々木仁美高3 椛島　睦美 高1 杠　真由美 高3 前谷　　侑 高2 古賀未梨佳 高2 吉田　　晶 高3
200m 佐賀学園 佐賀北 佐賀商業 佐賀学園 唐津商業 鳥栖商業 唐津商業
タイム決勝 2:20.92 2:31.36 2:31.89 2:34.04 2:40.47 2:48.20 3:07.25

リレー 佐賀商業 高 佐賀学園 高 唐津商業 高 鳥栖商業 高 致遠館 高
400m 平石　夕華 高2 杠　真由美 高3 松永　彩花 高2 田中　綾乃 高1 新宮ののこ 高1
タイム決勝 牟田　絢香 高3 御厨　友紀 高3 清水　　葵 高1 長岡　瑞穂 高3 山﨑　星華 高2

小池　佐和 高1 日高　彩香 高2 浦川　桃子 高1 古賀未梨佳高2 坂本みずき 高2
上原眞莉奈高3 不動寺麗佳高3 伊藤亜佑子 高3 高木　聖奈 高3 峰松　　彩 高3

4:04.00 Fin. 4:15.01 Fin. 4:31.94 Fin. 4:32.59 Fin. 4:44.84 Fin.

 1:01.11 1st.  1:02.58 1st.  1:05.55 1st.  1:03.26 1st.  1:20.18 1st.

メドレーリレー 佐賀学園 高 佐賀商業 高 鳥栖商業 高 唐津商業 高 致遠館 高
400m 牟田和可子高1 千綿　春菜 高2 高木　聖奈 高3 渕上　桃花 高3 坂本みずき 高2
タイム決勝 日高　彩香 高2 平石　夕華 高2 長岡　瑞穂 高3 清水　　葵 高1 新宮ののこ 高1

御厨　友紀 高3 牟田　絢香 高3 田中　綾乃 高1 前谷　　侑 高2 峰松　　彩 高3
杠　真由美 高3 小池　佐和 高1 古賀未梨佳 高2 松永　彩花 高2 山﨑　星華 高2

4:31.02 Fin. 4:32.46 Fin. 4:51.82 Fin. 5:09.00 Fin. 5:13.03 Fin.

 1:12.79 1st.  1:11.24 1st.  1:07.38 1st.  1:16.34 1st.  1:17.78 1st.

平成25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 8位1位 2位 3位 4位



期日 ； 平成25年6月1日(土)・2日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

自由形 牟田　絢香 高3 小池　佐和 高1 坂本みずき 高2 松永　彩花 高2 田中　綾乃 高1 原田　成美 高1 峰松　　彩 高3 清水　　葵 高1
50m 佐賀商業 佐賀商業 致遠館 唐津商業 鳥栖商業 神埼 致遠館 唐津商業
決勝 27.80 27.88 29.33 29.58 29.67 29.81 30.13 32.37

自由形 杠　真由美 高3 上原眞莉奈高3 坂本みずき 高2 不動寺麗佳高3 松田　華穂 高1 江頭奈津美 高3 浦川　桃子 高1 吉村　有沙 高3
200m 佐賀学園 佐賀商業 致遠館 佐賀学園 佐賀学園 佐賀商業 唐津商業 唐津東
決勝 2:10.45 2:12.09 2:14.93 2:16.14 2:18.38 2:18.80 2:24.35 2:25.97

背泳ぎ 高木　聖奈 高3 髙木　瑠泉 高2 小池　佐和 高1 牟田和可子高1 千綿　春菜 高2 渕上　桃花 高3 江口　朝美 高3 千住　菜乃 高1
50m 鳥栖商業 神埼清明 佐賀商業 佐賀学園 佐賀商業 唐津商業 唐津商業 佐賀西
決勝 32.19 33.21 33.62 33.67 33.87 35.00 35.39 37.46

背泳ぎ 高木　聖奈 高3 平石　夕華 高2 太田　優花 高3 牟田和可子高1 千綿　春菜 高2 馬場　鈴花 高1 渕上　桃花 高3 江口　朝美 高3
100m 鳥栖商業 佐賀商業 唐津西 佐賀学園 佐賀商業 武雄 唐津商業 唐津商業
タイム決勝 1:08.21 1:09.23 1:11.13 1:12.65 1:12.98 1:13.46 1:16.56 1:18.04

平泳ぎ 日高　彩香 高2 中島可南子高1 長岡　瑞穂 高3 石田　里奈 高1 新宮ののこ 高1
50m 佐賀学園 佐賀商業 鳥栖商業 龍谷 致遠館
タイム決勝 34.58 37.00 39.02 39.94 43.95

(大会新)
平泳ぎ 日高　彩香 高2 宮﨑めぐみ 高1 中島可南子 高1 長岡　瑞穂 高3 石田　里奈 高1 石橋　早紀 高2 新宮ののこ 高1
100m 佐賀学園 敬徳 佐賀商業 鳥栖商業 龍谷 龍谷 致遠館
タイム決勝 1:13.42 1:14.93 1:21.12 1:28.58 1:30.00 1:30.18 1:36.98

バタフライ 牟田　絢香 高3 田中　綾乃 高1 御厨　友紀 高3 佐々木仁美高3 峰松　　彩 高3 前谷　　侑 高2 松永　彩花 高2 古賀未梨佳高2
50m 佐賀商業 鳥栖商業 佐賀学園 佐賀北 致遠館 唐津商業 唐津商業 鳥栖商業
決勝 29.25 29.47 29.47 30.05 31.10 32.66 33.02 33.64

(大会新) (同2位)
バタフライ 御厨　友紀 高3 田中　綾乃 高1 佐々木仁美 高3 峰松　　彩 高3 椛島　睦美 高1 前谷　　侑 高2 古賀未梨佳 高2 吉田　　晶 高3
100m 佐賀学園 鳥栖商業 佐賀北 致遠館 佐賀商業 唐津商業 鳥栖商業 唐津商業
タイム決勝 1:04.67 1:05.25 1:07.19 1:08.11 1:10.94 1:12.14 1:15.24 1:18.89

個人メドレー 平石　夕華 高2 髙木　瑠泉 高2 江頭奈津美 高3 椛島　睦美 高1
200m 佐賀商業 神埼清明 佐賀商業 佐賀商業
タイム決勝 2:22.55 2:34.43 2:34.44 2:36.31

(大会新)

8位1位 2位 3位 4位

平成25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



期日 ； 平成25年6月1日(土)・2日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

8位1位 2位 3位 4位

平成25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
メドレーリレー 佐賀商業 高 佐賀学園 高 鳥栖商業 高 致遠館 高 唐津商業 高
200m 千綿　春菜 高2 牟田和可子高1 高木　聖奈 高3 坂本みずき 高2 渕上　桃花 高3
タイム決勝 平石　夕華 高2 日高　彩香 高2 長岡　瑞穂 高3 新宮ののこ 高1 松永　彩花 高2

牟田　絢香 高3 御厨　友紀 高3 田中　綾乃 高1 峰松　　彩 高3 前谷　　侑 高2
小池　佐和 高1 杠　真由美 高3 古賀未梨佳 高2 山﨑　星華 高2 清水　　葵 高1

2:05.91 Fin. 2:06.00 Fin. 2:13.76 Fin. 2:20.88 Fin. 2:21.29 Fin.

34.01 1st. 33.81 1st. 31.80 1st. 35.48 1st. 34.93 1st.

リレー 佐賀商業 高 佐賀学園 高 唐津商業 高 鳥栖商業 高 致遠館 高 佐賀北 高
200m 平石　夕華 高2 日高　彩香 高2 松永　彩花 高2 田中　綾乃 高1 峰松　　彩 高3 小川千賀子 高1
タイム決勝 牟田　絢香 高3 杠　真由美 高3 清水　　葵 高1 長岡　瑞穂 高3 新宮ののこ 高1 谷丸　優香 高1

小池　佐和 高1 御厨　友紀 高3 前谷　　侑 高2 古賀未梨佳高2 山﨑　星華 高2 古賀真理子 高1
上原眞莉奈高3 不動寺麗佳高3 渕上　桃花 高3 高木　聖奈 高3 坂本みずき 高2 佐々木仁美 高3

1:51.92 Fin. 1:56.22 Fin. 2:01.93 Fin. 2:02.98 Fin. 2:05.08 Fin. 2:36.84 Fin.

28.27 1st. 28.43 1st. 29.73 1st. 29.46 1st. 29.98 1st. 47.81 1st.



期日 ； 平成25年6月1日(土)・2日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

自由形 平石　宏太 高3 梶谷　一樹 高3 岩崎　郁弥 高2 谷口　史弥 高3 武藤　太樹 高1 大西　渚生 高1 橋本　竜馬 高3 吉田　敦也 高1
100m 佐賀商業 致遠館 唐津東 佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園 唐津東 唐津商業
決勝 54.56 55.17 55.99 56.55 57.35 57.61 58.06 58.73

自由形 梶谷　一樹 高3 野﨑　　充 高1 川崎　瑠唯 高1 椛島　裕樹 高2 谷口　史弥 高3 尾住　直人 高1 森田祥太郎 高1
400m 致遠館 佐賀学園 佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業 佐賀西 唐津東
決勝 4:10.48 4:12.80 4:13.27 4:19.66 4:19.80 5:00.69 5:24.75

背泳ぎ 江口　一輝 高3 中島　庸介 高3 今村　裕紀 高2 今村　友也 高1 吉村　鴻一 高1 永田　海人 高2 三島　啓嗣 高2 谷口　　憲 高2
200m 致遠館 佐賀商業 佐賀学園 佐賀商業 唐津東 佐賀学園 佐賀北 唐津東
タイム決勝 2:11.87 2:12.15 2:12.40 2:15.86 2:25.36 2:26.71 2:26.78 2:32.21

平泳ぎ 池田　海斗 高2 今村　和也 高1 大中　健史 高3 大庭　康平 高2 深川　遼太 高3 橋本　竜馬 高3 寺﨑　友規 高2
200m 佐賀商業 佐賀商業 龍谷 武雄 佐賀商業 唐津東 致遠館
決勝 2:28.32 2:31.73 2:33.20 2:33.77 2:34.07 2:36.43 3:02.59

バタフライ 岡崎　郁弥 高3 森田　恭矢 高1 松永　将信 高3 吉冨　　奎 高2 野﨑　　充 高1 浦　　悠晟 高2 熊本　樹也 高1 石井　大輔 高2
200m 佐賀学園 致遠館 佐賀商業 佐賀学園 佐賀学園 佐賀商業 唐津東 佐賀商業
タイム決勝 2:05.13 2:06.94 2:08.16 2:09.31 2:11.71 2:15.38 2:18.10 2:27.16

リレー 佐賀商業 高 致遠館 高 佐賀学園 高 唐津東 高 佐賀西 高 佐賀北 高 龍谷 高
400m 川崎　瑠唯 高1 江口　一輝 高3 吉冨　　奎 高2 熊本　樹也 高1 山下　雄大 高3 溝上　雄貴 高3 横曽根　仁 高1
タイム決勝 中島　庸介 高3 梶谷　一樹 高3 岡崎　郁弥 高3 橋本　竜馬 高3 新ヶ江周人 高2 三島　啓嗣 高2 秀　亮太郎 高1

松永　将信 高3 俵　　直人 高3 大西　渚生 高1 岩崎　郁弥 高2 大庭　元気 高3 井手　隆誠 高3 土田　健人 高3
平石　宏太 高3 森田　恭矢 高1 今村　裕紀 高2 古本　雄大 高3 森山潤一朗高3 片渕　亮太 高2 小田皓史朗 高1

3:39.53 Fin. 3:42.87 Fin. 3:48.25 Fin. 3:58.46 Fin. 4:11.12 Fin. 4:21.20 Fin. 4:27.48 Fin.

55.97 1st. 54.70 1st. 56.20 1st.  1:00.46 1st.  1:01.12 1st.  1:06.55 1st.  1:08.38 1st.

メドレーリレー 佐賀商業 高 致遠館 高 佐賀学園 高 唐津東 高 龍谷 高 佐賀西 高 佐賀工業 高
400m 松永　将信 高3 江口　一輝 高3 今村　裕紀 高2 谷口　　憲 高2 秀　亮太郎 高1 大庭　元気 高3 布川　　蛍 高3
タイム決勝 中島　庸介 高3 俵　　直人 高3 大西　渚生 高1 橋本　竜馬 高3 大中　健史 高3 西村　賢人 高2 古賀聡一郎 高3

谷口　史弥 高3 森田　恭矢 高1 岡崎　郁弥 高3 熊本　樹也 高1 横曽根　仁 高1 新ヶ江周人 高2 原　　涼輔 高3
平石　宏太 高3 梶谷　一樹 高3 吉冨　　奎 高2 岩崎　郁弥 高2 土田　健人 高3 山下　雄大 高3 杠　　芳貴 高3

4:02.73 Fin. 4:05.08 Fin. 4:09.22 Fin. 4:23.08 Fin. 4:40.70 Fin. 4:43.87 Fin. 4:52.58 Fin.

 1:01.51 1st.  1:02.02 1st.  1:03.28 1st.  1:07.28 1st.  1:09.77 1st.  1:18.12 1st.  1:16.73 1st.

8位1位 2位 3位 4位

平成25年度　佐賀県高校総合体育大会水泳競技大会(1日目)　　男子

5位 6位 7位



期日 ； 平成25年6月1日(土)・2日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

自由形 平石　宏太 高3 岩崎　郁弥 高2 橋本　竜馬 高3 重松　誠弥 高1 武藤　太樹 高1 池田　彪流 高1 石井　大輔 高2 松島　拓路 高2
50m 佐賀商業 唐津東 唐津東 鳥栖 佐賀商業 佐賀学園 佐賀商業 致遠館
決勝 25.35 25.65 26.02 26.25 26.66 26.80 27.00 27.28

自由形 梶谷　一樹 高3 谷口　史弥 高3 平石　宏太 高3 川崎　瑠唯 高1 野﨑　　充 高1 大西　渚生 高1 森田祥太郎 高1 力安　航太 高1
200m 致遠館 佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園 佐賀学園 唐津東 武雄
決勝 1:58.13 1:59.41 1:59.50 2:00.44 2:03.35 2:06.90 2:26.41 2:26.61

背泳ぎ 江口　一輝 高3 今村　友也 高1 谷口　　憲 高2 三島　啓嗣 高2 岩崎　郁弥 高2 川崎　瑠唯 高1 吉村　鴻一 高1 永田　海人 高2
50m 致遠館 佐賀商業 唐津東 佐賀北 唐津東 佐賀商業 唐津東 佐賀学園
決勝 28.42 29.86 30.07 30.30 30.66 31.16 31.50 31.80

背泳ぎ 江口　一輝 高3 中島　庸介 高3 今村　友也 高1 今村　裕紀 高2 椛島　裕樹 高2 吉村　鴻一 高1 権藤健士郎 高2 三島　啓嗣 高2
100m 致遠館 佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園 佐賀商業 唐津東 神埼 佐賀北
決勝 1:01.18 1:01.66 1:03.09 1:03.76 1:04.80 1:06.26 1:07.86 1:07.91

平泳ぎ 大中　健史 高3 井手　隆誠 高3 今村　和也 高1 池田　海斗 高2 大庭　康平 高2 俵　　直人 高3 石田　和也 高3 深川　遼太 高3
50m 龍谷 佐賀北 佐賀商業 佐賀商業 武雄 致遠館 佐賀東 佐賀商業
決勝 32.17 32.70 32.74 32.79 32.84 33.13 33.84 34.73

平泳ぎ 今村　和也 高1 大中　健史 高3 池田　海斗 高2 俵　　直人 高3 大庭　康平 高2 深川　遼太 高3 井手　隆誠 高3 浦　　　要 高2
100m 佐賀商業 龍谷 佐賀商業 致遠館 武雄 佐賀商業 佐賀北 鳥栖
決勝 1:10.16 1:10.93 1:11.04 1:11.52 1:11.97 1:12.56 1:13.53 1:17.08

バタフライ 森田　恭矢 高1 松永　将信 高3 岡崎　郁弥 高3 俵　　直人 高3 熊本　樹也 高1 金丸　瑠希 高3 浦　　悠晟 高2 新ヶ江周人 高2
50m 致遠館 佐賀商業 佐賀学園 致遠館 唐津東 武雄 佐賀商業 佐賀西
決勝 27.02 27.08 27.18 27.18 27.40 27.80 27.89 28.08

(同3位)
バタフライ 森田　恭矢 高1 岡崎　郁弥 高3 吉冨　　奎 高2 松永　将信 高3 浦　　悠晟 高2 熊本　樹也 高1 吉田　敦也 高1 金丸　瑠希 高3
100m 致遠館 佐賀学園 佐賀学園 佐賀商業 佐賀商業 唐津東 唐津商業 武雄
決勝 58.17 58.48 59.54 59.54 1:00.46 1:00.71 1:01.00 1:02.96

(同3位)
個人メドレー 中島　庸介 高3 今村　裕紀 高2 椛島　裕樹 高2 吉冨　　奎 高2 大西　渚生 高1 秀　亮太郎 高1 坂口　一生 高2 濱野　友哉 高2
200m 佐賀商業 佐賀学園 佐賀商業 佐賀学園 佐賀学園 龍谷 致遠館 致遠館
決勝 2:12.31 2:13.32 2:15.65 2:15.68 2:21.32 2:29.48 2:29.76 2:41.83

平成25年度　佐賀県高校総合体育大会水泳競技大会(2日目)　男子

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位



期日 ； 平成25年6月1日(土)・2日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

平成25年度　佐賀県高校総合体育大会水泳競技大会(2日目)　男子

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位
メドレーリレー 致遠館 高 佐賀商業 高 唐津東 高 佐賀学園 高 武雄 高 龍谷 高 佐賀工業 高 佐賀西 高
200m 江口　一輝 高3 中島　庸介 高3 谷口　　憲 高2 今村　裕紀 高2 松尾　空翔 高1 秀　亮太郎 高1 布川　　蛍 高3 山下　雄大 高3
決勝 俵　　直人 高3 池田　海斗 高2 橋本　竜馬 高3 大西　渚生 高1 大庭　康平 高2 大中　健史 高3 古賀聡一郎 高3 西村　賢人 高2

森田　恭矢 高1 松永　将信 高3 熊本　樹也 高1 岡崎　郁弥 高3 金丸　瑠希 高3 横曽根　仁 高1 原　　涼輔 高3 尾住　直人 高1
梶谷　一樹 高3 平石　宏太 高3 岩崎　郁弥 高2 吉冨　　奎 高2 力安　航太 高1 土田　健人 高3 杠　　芳貴 高3 大庭　元気 高3

1:52.84 Fin. 1:53.03 Fin. 1:54.73 Fin. 1:57.51 Fin. 2:04.55 Fin. 2:05.22 Fin. 2:08.46 Fin. 2:10.67 Fin.

28.56 1st. 28.89 1st. 29.99 1st. 30.23 1st. 33.69 1st. 33.29 1st. 35.23 1st. 34.19 1st.

リレー 佐賀商業 高 致遠館 高 佐賀学園 高 唐津東 高 龍谷 高 佐賀西 高 佐賀工業 高
200m 中島　庸介 高3 江口　一輝 高3 吉冨　　奎 高2 岩崎　郁弥 高2 土田　健人 高3 山下　雄大 高3 原田　将寛 高3
タイム決勝 松永　将信 高3 梶谷　一樹 高3 岡崎　郁弥 高3 古本　雄大 高3 秀　亮太郎 高1 大庭　元気 高3 布川　　蛍 高3

谷口　史弥 高3 俵　　直人 高3 池田　彪流 高1 熊本　樹也 高1 横曽根　仁 高1 徳丸　直紀 高3 原　　涼輔 高3
平石　宏太 高3 森田　恭矢 高1 大西　渚生 高1 橋本　竜馬 高3 大中　健史 高3 森山潤一朗 高3 杠　　芳貴 高3

1:40.67 Fin. 1:42.15 Fin. 1:45.04 Fin. 1:45.19 Fin. 1:50.64 Fin. 1:55.03 Fin. 1:58.96 Fin.
(大会新)

25.63 1st. 25.25 1st. 26.35 1st. 25.80 1st. 27.53 1st. 28.05 1st. 31.82 1st.
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