
平成２９年度　佐賀県高等学校総合体育大会　水泳競技（男子）成績一覧
　

佐賀県総合運動場水泳場
H29.6.2(土)～H29.6.3(日)

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
自由形 大森　涼奨 高1 森　　力起 高3 稲葉　寛太 高2 古川　大晴 高1 新郷　巧海 高2 服巻　　匠 高3 大串　恭平 高3 別府　広一 高3
50m 唐津商業 佐賀商業高校 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀工業高校 佐賀工業高校 神埼高校
決勝 24.45 24.8 25.22 26.27 26.56 26.56 26.59 26.67

(同5位)
自由形 稲葉　寛太 高2 伊藤　優希 高2 森　　力起 高3 大森　涼奨 高1 渋谷　晃樹 高3 鶴木　龍二 高2 古川　大晴 高1 新郷　巧海 高2
100m 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業高校 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校
決勝 54.07 54.15 54.19 54.59 55.37 56.28 57.18 58.19

自由形 伊藤　優希 高2 渋谷　晃樹 高3 松井　彰太 高3 鶴木　龍二 高2 梅野　流生 高3 伊藤　謙吾 高3 新郷　巧海 高2 永江　悠真 高1
200m 佐賀学園高校 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 唐津商業 佐賀商業高校 唐津商業
決勝 01:57.00 01:57.09 02:00.30 02:01.63 02:02.11 02:07.33 02:11.03 02:17.24

自由形 渋谷　晃樹 高3 松井　彰太 高3 梅野　流生 高3 野田　京聖 高1 鶴木　龍二 高2 伊藤　謙吾 高3 深町　涼太 高2 筒井　大翔 高1
400m 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 唐津商業 武雄高校 佐賀商業高校
決勝 04:08.89 04:14.50 04:15.54 04:18.19 04:22.88 04:28.65 04:53.65 05:00.00

背泳ぎ 松内　隆大 高1 浦川　大樹 高3 別府　広一 高3 中島　寛斗 高3 吉田　龍生 高2 小國　徹也 高1 宮﨑　崇史 高2 秀　　祐輔 高1
50m 佐賀学園高校 唐津商業 神埼高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀西高校 唐津商業
決勝 27.67 28.68 29.27 29.82 29.94 30.22 30.26 31.25

(大会新)
背泳ぎ 松内　隆大 高1 浦川　大樹 高3 別府　広一 高3 宮﨑　崇史 高2 中島　寛斗 高3 岸田　尚大 高2 吉田　龍生 高2 秀　　祐輔 高1
100m 佐賀学園高校 唐津商業 神埼高校 佐賀西高校 佐賀商業高校 鳥栖高校 佐賀学園高校 唐津商業
決勝 01:00.23 01:03.45 01:04.09 01:04.59 01:05.66 01:05.83 01:06.18 01:10.61

背泳ぎ 高尾　虎汰 高2 松内　隆大 高1 藤田　竜大 高2 浦川　大樹 高3 吉田　龍生 高2 小國　徹也 高1 岸田　尚大 高2 中島　寛斗 高3
200m 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業高校 鳥栖高校 佐賀商業高校
決勝 02:13.50 02:13.79 02:17.51 02:23.09 02:25.25 02:26.84 02:27.19 02:28.41

平泳ぎ 三島　誠司 高3 森田　耕輔 高3 渡邊　裕太 高3 岩松　作磨 高2 居石　錬成 高1 山本　怜央 高1 前田　　翼 高3 副島　健吾 高2
50m 佐賀北高 佐賀商業高校 唐津東高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 鳥栖高校 白石高校 鳥栖高校
決勝 30.17 30.85 31.14 31.48 32.38 33.03 33.37 33.47

(大会新)
平泳ぎ 三島　誠司 高3 森田　耕輔 高3 岩松　作磨 高2 有水　翔平 高2 山本　怜央 高1 渡邊　裕太 高3 前田　　翼 高3 板橋　祐道 高3
100m 佐賀北高 佐賀商業高校 佐賀商業高校 唐津東高校 鳥栖高校 唐津東高校 白石高校 致遠館高校
決勝 01:05.50 01:05.56 01:06.55 01:08.21 01:09.31 01:11.20 01:11.87 01:12.19

平泳ぎ 森田　耕輔 高3 三島　誠司 高3 居石　錬成 高1 有水　翔平 高2 山本　怜央 高1 岩松　作磨 高2 永野　好生 高2 前田　　翼 高3
200m 佐賀商業高校 佐賀北高 佐賀商業高校 唐津東高校 鳥栖高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 白石高校
決勝 02:18.47 02:21.62 02:24.55 02:26.15 02:27.98 02:28.62 02:38.08 02:38.20

バタフライ 稲葉　寛太 高2 森　　力起 高3 原田　恒成 高2 大森　涼奨 高1 中野　弘晟 高2 末廣　拓海 高3 古川　大晴 高1 八坂　仁也 高2
50m 唐津商業 佐賀商業高校 佐賀商業高校 唐津商業 武雄高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 鳥栖商業高校
決勝 25.97 26.37 26.91 26.96 27.9 27.99 28.17 28.79

バタフライ 松田　　龍 高2 松井　彰太 高3 原田　恒成 高2 梅野　流生 高3 中野　弘晟 高2 末廣　拓海 高3 八坂　仁也 高2 永江　悠真 高1
100m 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 武雄高校 佐賀商業高校 鳥栖商業高校 唐津商業
決勝 57.29 58.83 59.01 01:01.63 01:02.21 01:02.68 01:02.83 01:04.88

バタフライ 松田　　龍 高2 藤田　竜大 高2 原田　恒成 高2 野田　京聖 高1 末廣　拓海 高3 伊藤　謙吾 高3 北島　綜也 高1 西　　洸哉 高2
200m 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 唐津商業 致遠館高校 致遠館高校
決勝 02:05.89 02:08.95 02:10.22 02:17.09 02:25.59 02:30.02 02:42.71 02:43.94

個人メドレー 松田　　龍 高2 伊藤　優希 高2 藤田　竜大 高2 居石　錬成 高1 有水　翔平 高2 永江　悠真 高1 村岡　泰行 高2 高井　翔太 高2
200m 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 唐津東高校 唐津商業 致遠館高校 佐賀工業高校
決勝 02:09.55 02:13.06 02:13.36 02:13.38 02:20.51 02:23.77 02:35.51 02:38.18

リレー 佐賀商業高校 高 佐賀学園高校 高 致遠館高校 高 佐賀工業高校 高 鳥栖高校 高 佐賀西高校 高
200m 鶴木　龍二 高2 伊藤　優希 高2 松井　彰太 高3 服巻　　匠 高3 山本　怜央 高1 江口範士朗 高3
タイム決勝 森田　耕輔 高3 渋谷　晃樹 高3 北島　綜也 高1 役野　颯太 高3 岸田　尚大 高2 水田　一輝 高3

原田　恒成 高2 藤田　竜大 高2 板橋　祐道 高3 高井　翔太 高2 副島　健吾 高2 森永　　陸 高3
森　　力起 高3 松田　　龍 高2 奥津　巧海 高3 大串　恭平 高3 今泉　太晟 高3 岸川　雄哉 高2

01:39.11 Fin. 01:40.07 Fin. 01:46.48 Fin. 01:50.11 Fin. 01:50.93 Fin. 01:55.68 Fin.
(大会新)

25.55 1st. 25.67 1st. 25.64 1st. 26.83 1st. 28.59 1st. 27.65 1st.

リレー 佐賀学園高校 高 佐賀商業高校 高 唐津商業 高 致遠館高校 高 佐賀工業高校 高 鳥栖高校 高 佐賀西高校 高
400m 伊藤　優希 高2 鶴木　龍二 高2 稲葉　寛太 高2 松井　彰太 高3 大串　恭平 高3 山本　怜央 高1 山﨑　健生 高2
タイム決勝 渋谷　晃樹 高3 森　　力起 高3 浦川　大樹 高3 北島　綜也 高1 役野　颯太 高3 岸田　尚大 高2 水田　一輝 高3

藤田　竜大 高2 原田　恒成 高2 大森　涼奨 高1 板橋　祐道 高3 高井　翔太 高2 副島　健吾 高2 宮﨑　崇史 高2
松田　　龍 高2 森田　耕輔 高3 伊藤　謙吾 高3 村岡　泰行 高2 服巻　　匠 高3 今泉　太晟 高3 川副　博孝 高2

03:36.82 Fin. 03:37.73 Fin. 03:43.74 Fin. 03:53.60 Fin. 04:02.50 Fin. 04:08.54 Fin. 04:15.17 Fin.

54.55 1st. 55.13 1st. 54.62 1st. 55.13 1st. 58.27 1st.  1:02.52 1st.  1:04.78 1st.

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 致遠館高校 高 鳥栖高校 高 佐賀西高校 高
200m 原田　恒成 高2 松内　隆大 高1 浦川　大樹 高3 板橋　祐道 高3 岸田　尚大 高2 宮﨑　崇史 高2
タイム決勝 森田　耕輔 高3 渋谷　晃樹 高3 稲葉　寛太 高2 奥津　巧海 高3 山本　怜央 高1 岸川　雄哉 高2

鶴木　龍二 高2 松田　　龍 高2 大森　涼奨 高1 松井　彰太 高3 副島　健吾 高2 馬場　将平 高2
森　　力起 高3 伊藤　優希 高2 山下　夢斗 高2 北島　綜也 高1 今泉　太晟 高3 川副　博孝 高2

01:48.51 Fin. 01:51.29 Fin. 01:53.82 Fin. 01:59.42 Fin. 02:01.27 Fin. 02:11.05 Fin.
(大会新)

29.01 1st. 28.16 1st. 28.81 1st. 32.3 1st. 31 1st. 30.97 1st.

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 致遠館高校 高 鳥栖高校 高 佐賀西高校 高
400m 高尾　虎汰 高2 松内　隆大 高1 浦川　大樹 高3 奥津　巧海 高3 岸田　尚大 高2 宮﨑　崇史 高2
タイム決勝 森田　耕輔 高3 渋谷　晃樹 高3 永江　悠真 高1 板橋　祐道 高3 山本　怜央 高1 加々良宏紀 高1

原田　恒成 高2 松田　　龍 高2 稲葉　寛太 高2 松井　彰太 高3 副島　健吾 高2 川副　博孝 高2
森　　力起 高3 伊藤　優希 高2 大森　涼奨 高1 北島　綜也 高1 今泉　太晟 高3 森永　　陸 高3

03:57.67 Fin. 04:04.02 Fin. 04:13.94 Fin. 04:25.20 Fin. 04:31.52 Fin. 04:51.54 Fin.
(大会新)
 1:01.89 1st.  1:00.46 1st.  1:03.93 1st.  1:13.27 1st.  1:07.64 1st.  1:06.70 1st.



平成２９年度　佐賀県高等学校総合体育大会　水泳競技（女子）成績一覧
佐賀県総合運動場水泳場

H29.6.2(土)～H29.6.3(日)

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
自由形 廣橋　風佳 高2 前谷　恵里 高2 横尾　利奈 高1 古賀芙美佳 高2 森　　美咲 高2 野口 詩央里 高3 青木きらら 高1 島﨑　智名 高3
50m 佐賀商業高校 唐津商業 佐賀学園高校 鳥栖商業高校 武雄高校 高志館高校 唐津東高校 小城高校
決勝 28.3 28.74 29.29 29.4 30.77 31.03 31.04 31.28

自由形 前谷　恵里 高2 森田　真維 高1 横尾　利奈 高1 池田麻里奈 高2 古賀芙美佳 高2 野口 詩央里 高3 青木きらら 高1 森　　美咲 高2
100m 唐津商業 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 鳥栖商業高校 高志館高校 唐津東高校 武雄高校
決勝 01:01.18 01:02.61 01:03.02 01:04.48 01:05.43 01:06.76 01:08.13 01:08.41

自由形 田中　千尋 高3 森田　真維 高1 横尾　利奈 高1 前谷　恵里 高2 原　　涼果 高2 百田　鈴音 高3 池田麻里奈 高2 山田　遙香 高1
200m 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 武雄高校
決勝 02:11.88 02:13.96 02:14.54 02:14.61 02:15.47 02:16.00 02:18.98 02:29.38

自由形 田中　千尋 高3 藤井みなみ 高1 森田　真維 高1 原　　涼果 高2 百田　鈴音 高3 池田麻里奈 高2 山﨑　琴葉 高1 山田　遙香 高1
400m 佐賀学園高校 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 致遠館高校 武雄高校
決勝 04:35.10 04:38.83 04:39.09 04:43.64 04:50.71 04:53.11 05:07.97 05:09.71

背泳ぎ 中川　綾乃 高3 髙本　彩未 高1 中島　亜美 高3 古賀芙美佳 高2 小渕　美佳 高1 鰐石真帆菜 高3 八谷　　栞 高1 田中　美涼 高3
50m 鳥栖商業高校 佐賀学園高校 佐賀北高 鳥栖商業高校 佐賀商業高校 早稲佐 佐賀西高校 致遠館高校
決勝 31.77 31.85 32.76 35.12 36.76 39.74 40.13 40.72

背泳ぎ 廣橋　風佳 高2 髙本　彩未 高1 中川　綾乃 高3 山﨑　琴葉 高1 小渕　美佳 高1 八谷　　栞 高1 田中　美涼 高3
100m 佐賀商業高校 佐賀学園高校 鳥栖商業高校 致遠館高校 佐賀商業高校 佐賀西高校 致遠館高校
タイム決勝 01:07.04 01:07.59 01:07.91 01:18.41 01:20.49 01:26.47 01:32.05

背泳ぎ 廣橋　風佳 高2 髙本　彩未 高1 中川　綾乃 高3 小渕　美佳 高1
200m 佐賀商業高校 佐賀学園高校 鳥栖商業高校 佐賀商業高校
タイム決勝 02:25.20 02:25.68 02:29.10 02:54.93

平泳ぎ 江口　果穂 高3 下川　夏実 高2 塚本　愛菜 高1 藤井みなみ 高1 安本　彩夏 高3 鰐石真帆菜 高3 蓑津　　碧 高3 河野　美里 高2
50m 鳥栖商業高校 鳥栖商業高校 伊万里農林 佐賀学園高校 佐賀商業高校 早稲佐 致遠館高校 佐賀西高校
決勝 37.54 37.92 38.48 38.71 39.43 42.71 44.28 44.57

平泳ぎ 江口　果穂 高3 下川　夏実 高2 塚本　愛菜 高1 原口　礼奈 高1 横尾小百合 高1 蓑津　　碧 高3 福島れい奈 高2
100m 鳥栖商業高校 鳥栖商業高校 伊万里農林 佐賀学園高校 致遠館高校 致遠館高校 致遠館高校
タイム決勝 01:19.95 01:22.25 01:22.87 01:25.05 01:33.06 01:35.93 01:50.71

平泳ぎ 江口　果穂 高3 原口　礼奈 高1 下川　夏実 高2 安本　彩夏 高3 百田　鈴音 高3 横尾小百合 高1 蓑津　　碧 高3
200m 鳥栖商業高校 佐賀学園高校 鳥栖商業高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 致遠館高校 致遠館高校
タイム決勝 02:50.83 02:59.79 03:00.55 03:00.68 03:06.57 03:20.46 03:30.61

バタフライ 藤井みなみ 高1 喜多川さくら 高3 山口　　遼 高1 小坂　まゆ 高3 横尾　茉優 高2 末永紗也佳 高1 於保　　葵 高1 西山　璃湖 高2
50m 佐賀学園高校 佐賀北高 佐賀学園高校 佐賀西高校 鳥栖高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 武雄高校
決勝 30.33 30.66 30.7 31.05 31.66 31.85 32.38 37.09

バタフライ 山口　　遼 高1 喜多川さくら 高3 末永紗也佳 高1 横尾　茉優 高2 原　　涼果 高2 於保　　葵 高1
100m 佐賀学園高校 佐賀北高 佐賀商業高校 鳥栖高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校
タイム決勝 01:06.56 01:08.24 01:09.84 01:10.41 01:11.22 01:11.99

バタフライ 田中　千尋 高3 山口　　遼 高1 末永紗也佳 高1 於保　　葵 高1
200m 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校
タイム決勝 02:27.43 02:31.67 02:37.39 02:42.04

個人メドレー 安本　彩夏 高3 原口　礼奈 高1 小坂　まゆ 高3 中島　亜美 高3 野口 詩央里 高3 河野　美里 高2 笹岡　春花 高2
200m 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀西高校 佐賀北高 高志館高校 佐賀西高校 佐賀西高校
タイム決勝 02:32.81 02:33.06 02:35.36 02:39.02 02:46.77 03:23.45 03:33.31

リレー 佐賀学園高校 高 佐賀商業高校 高 鳥栖商業高校 高 佐賀西高校 高 致遠館高校 高 唐津商業 高
200m 髙本　彩未 高1 廣橋　風佳 高2 古賀芙美佳 高2 三好　佳菜 高1 山﨑　琴葉 高1 前谷　恵里 高2
タイム決勝 田中　千尋 高3 森田　真維 高1 江口　果穂 高3 小坂　まゆ 高3 檜作　響子 高2 加茂　夢菜 高1

藤井みなみ 高1 池田麻里奈 高2 下川　夏実 高2 笹岡　春花 高2 蓑津　　碧 高3 内藤優里花 高1
横尾　利奈 高1 安本　彩夏 高3 中川　綾乃 高3 河野　美里 高2 福島れい奈 高2 坂本　璃莉 高1

01:54.19 Fin. 01:54.68 Fin. 01:59.97 Fin. 02:13.40 Fin. 02:15.37 Fin. 02:19.94 Fin.

28.85 1st. 28.17 1st. 29.58 1st. 35.31 1st. 30.94 1st. 29.06 1st.

リレー 佐賀商業高校 高 佐賀学園高校 高 鳥栖商業高校 高 致遠館高校 高 佐賀西高校 高
400m 廣橋　風佳 高2 髙本　彩未 高1 古賀芙美佳 高2 古島　波音 高2 木下　楓那 高1
タイム決勝 森田　真維 高1 原　　涼果 高2 中川　綾乃 高3 森　今日子 高2 小坂　まゆ 高3

池田麻里奈 高2 藤井みなみ 高1 下川　夏実 高2 田中　美涼 高3 河野　美里 高2
百田　鈴音 高3 田中　千尋 高3 江口　果穂 高3 山﨑　琴葉 高1 笹岡　春花 高2

04:08.07 Fin. 04:09.31 Fin. 04:23.91 Fin. 04:51.07 Fin. 04:59.09 Fin.

 1:00.52 1st.  1:01.94 1st.  1:05.21 1st.  1:14.07 1st.  1:18.79 1st.

メドレーリレー 佐賀商業高校 高 鳥栖商業高校 高 佐賀北高 高 致遠館高校 高
200m 廣橋　風佳 高2 中川　綾乃 高3 中島　亜美 高3 田中　美涼 高3
タイム決勝 安本　彩夏 高3 下川　夏実 高2 岩永　理奈 高2 横尾小百合 高1

森田　真維 高1 江口　果穂 高3 喜多川さくら 高3 森　今日子 高2
池田麻里奈 高2 古賀芙美佳 高2 明石みゆき 高2 福島れい奈 高2

02:09.04 Fin. 02:09.84 Fin. 02:28.10 Fin. 02:31.19 Fin.

31.88 1st. 31.95 1st. 33.28 1st. 40.73 1st.

メドレーリレー 佐賀学園高校 高 佐賀商業高校 高 鳥栖商業高校 高 致遠館高校 高 佐賀西高校 高
400m 髙本　彩未 高1 廣橋　風佳 高2 中川　綾乃 高3 山﨑　琴葉 高1 八谷　　栞 高1
タイム決勝 原口　礼奈 高1 安本　彩夏 高3 下川　夏実 高2 蓑津　　碧 高3 河野　美里 高2

山口　　遼 高1 末永紗也佳 高1 江口　果穂 高3 古島　波音 高2 小坂　まゆ 高3
田中　千尋 高3 森田　真維 高1 古賀芙美佳 高2 森　今日子 高2 笹岡　春花 高2

04:38.17 Fin. 04:44.05 Fin. 04:47.52 Fin. 05:36.48 Fin. 05:39.27 Fin.

 1:07.57 1st.  1:07.90 1st.  1:08.00 1st.  1:18.73 1st.  1:27.22 1st.



順位 所属Ｎｏ． 所属名 得点 順位 所属Ｎｏ． 所属名 得点
1 3 佐賀学園高校 211 1 3 佐賀学園高校 182
2 5 佐賀商業高校 205 2 5 佐賀商業高校 180
3 15 唐津商業 111 3 14 鳥栖商業高校 128
4 12 致遠館高校 68 4 12 致遠館高校 64
5 13 鳥栖高校 47 5 7 佐賀西高校 48
6 7 佐賀西高校 29 6 8 佐賀北高 37
7 4 佐賀工業高校 25 7 15 唐津商業 26
8 8 佐賀北高 23 8 2 伊万里農林 12
8 16 唐津東高校 23 9 22 高志館高校 10
10 10 神埼高校 13 10 13 鳥栖高校 9
11 18 武雄高校 10 11 18 武雄高校 8
12 17 白石高校 5 12 11 早稲佐 6
13 14 鳥栖商業高校 3 13 16 唐津東高校 4

14 9 小城高校 1

男子総合 女子総合

平成２９年度　佐賀県高等学校総合体育大会　水泳競技総合成績
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