
平成29年度 第69回 長崎県高等学校総合体育大会 水泳競技　決勝結果 　は同順位 平成29年6月3日(土)，4日(日)

長崎市民総合プール

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

距離 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年

種目 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録

50M 田中　修人 瓊浦1 山添　正太 九州文化学園3 生森　悠太 長崎南2 西山　京吾 青雲3 荒木　友輔 瓊浦3 岩永　聡 長崎西3 江口　亮太 佐世保高専2 濱下　宙千 長崎西2

自由形 0:24.63 　　 0:24.95 　　 0:25.05 　　 0:25.34 　　 0:25.58 　　 0:25.71 　　 0:25.72 　　 0:25.93 　　

100M 田中　修人 瓊浦1 岩永　聡 長崎西3 生森　悠太 長崎南2 山添　正太 九州文化学園3 田中　賢志 大村工業2 田中　凪 長崎南山3 荒木　友輔 瓊浦3 吉野谷　凌 瓊浦3

自由形 0:53.78 　　 0:56.23 　　 0:56.27 　　 0:56.74 　　 0:57.11 　　 0:57.54 　　 0:57.84 　　 0:58.16 　　

200M 岡野　将也 佐世保工業2 北村　真一 長崎南山2 倉本　楓汰 長崎南2 佐藤　郁也 瓊浦2 田中　文孝 佐世保工業3 秋田谷順平 佐世保工業1 西山　汰希 鎮西学院1 平川　空実 長崎工業1

自由形 1:57.16 　　 1:59.38 　　 2:04.63 　　 2:04.69 　　 2:04.80 　　 2:05.62 　　 2:08.59 　　 2:11.91 　　

400M 岡野　将也 佐世保工業2 北村　真一 長崎南山2 大我　耀平 諫早商業3 諸岡　駿 長崎北3 三田　拓人 瓊浦2 茂見　滉斗 諫早商業3 田中　文孝 佐世保工業3 井手　柚月 長崎北2

自由形 4:11.53 　　 4:12.93 　　 4:13.01 　　 4:22.76 　　 4:23.15 　　 4:23.21 　　 4:28.59 　　 4:28.77 　　

1500M 大我　耀平 諫早商業3 茂見　滉斗 諫早商業3 諸岡　駿 長崎北3 井手　柚月 長崎北2 三田　拓人 瓊浦2 西田　陽樹 諫早2 西田　武史 長崎南山1 岩永　稜人 諫早3

自由形 16:41.11 　　 16:56.41 　　 17:19.03 　　 17:28.56 　　 17:28.76 　　 17:42.77 　　 18:31.52 　　 18:38.25 　　

100M 倉本　楓汰 長崎南2 川田　航平 長崎南3 松岡　祐馬 大村3 田代　悠真 佐世保工業3 本多　昂生 長崎西3 江口　亮太 佐世保高専2 志水　富樹 瓊浦3 中村　昂平 長崎西3

背泳ぎ 1:00.76 　　 1:00.80 　　 1:01.70 　　 1:03.10 　　 1:03.22 　　 1:04.00 　　 1:04.42 　　 1:04.57 　　

200M 田代　悠真 佐世保工業3 松岡　祐馬 大村3 川田　航平 長崎南3 本多　昂生 長崎西3 永田　惇 長崎南山2 中村　昂平 長崎西3 西村　勇希 長崎西2 橋本　陸 佐世保工業2

背泳ぎ 2:16.45 　　 2:16.47 　　 2:17.26 　　 2:21.70 　　 2:22.70 　　 2:25.99 　　 2:27.58 　　 2:28.38 　　

100M 豊福　拓海 長崎西3 横山　遼 瓊浦3 浦川　良 九州文化学園2 西山　京吾 青雲3 大串　直輝 長崎南3 山口　吉生 瓊浦3 塚原　翔 諫早商業2 石橋　勇志 長崎南2

平泳ぎ 1:05.40 　　 1:06.71 　　 1:06.99 　　 1:07.21 　　 1:07.50 　　 1:07.54 　　 1:08.51 　　 1:09.39 　　

200M 平井　樂 長崎東2 横山　遼 瓊浦3 大串　直輝 長崎南3 山口　吉生 瓊浦3 池田　昂汰 西陵1 今　琉真 大村2 石橋　勇志 長崎南2 豊福　拓海 長崎西3

平泳ぎ 2:25.89 　　 2:26.10 　　 2:26.58 　　 2:27.47 　　 2:30.13 　　 2:31.93 　　 2:33.39 　　 2:35.83 　　

100M 早田昌太郎 長崎南山3 前田　彪冴 長崎工業3 宮野　幸輝 瓊浦2 川口　響 瓊浦2 荒木　詠志 長崎北2 笹口　泰良 佐世保工業3 水町　匠 佐世保南2 峰　司馬 長崎工業2

バタフライ 0:55.26 大会新　　 0:59.36 　　 1:01.47 　　 1:01.80 　　 1:02.31 　　 1:04.54 　　 1:04.87 　　 1:04.95 　　

200M 早田昌太郎 長崎南山3 前田　彪冴 長崎工業3 川口　響 瓊浦2 荒木　詠志 長崎北2 水町　匠 佐世保南2 菅　一樹 長崎南山3 金乙　優希 佐世保北1 三原　樹 諫早商業3

バタフライ 2:03.71 　　 2:06.51 　　 2:18.69 　　 2:20.36 　　 2:20.52 　　 2:26.52 　　 2:29.67 　　 2:36.31 　　

200M 浦川　良 九州文化学園2 平井　樂 長崎東2 姫路康太郎 長崎西3 池田　昂汰 西陵1 永田　惇 長崎南山2 佐藤　郁也 瓊浦2 原田　樹 長崎工業2 開　眞斗 大村城南2

個人メドレー 2:14.35 　　 2:17.20 　　 2:17.52 　　 2:18.69 　　 2:21.18 　　 2:21.71 　　 2:22.03 　　 2:22.48 　　

400M 姫路康太郎 長崎西3 原田　樹 長崎工業2 榎並　陸 佐世保工業2 浜山　開 瓊浦2 江島　颯来 長崎南山1 渕上　翔太 瓊浦3 吉富　祥太 大村工業3 松下翔太郎 佐世保工業3

個人メドレー 4:48.01 　　 4:59.66 　　 5:08.51 　　 5:18.98 　　 5:22.18 　　 5:28.55 　　 5:38.00 　　 5:47.62 　　

400M 1 北村　真一 長崎南山2 姫路康太郎 長崎西3 岡野　将也 佐世保工業2 荒木　友輔 瓊浦3 山添　広介 九州文化学園1 大我　耀平 諫早商業3 前田　彪冴 長崎工業3 諸岡　駿 長崎北3

フリーリレー 2 田中　凪 長崎南山3 豊福　拓海 長崎西3 田中　文孝 佐世保工業3 佐藤　郁也 瓊浦2 山添　正太 九州文化学園3 土井　建明 諫早商業2 原田　樹 長崎工業2 梶原　大蔵 長崎北3

3 永田　惇 長崎南山2 岩永　聡 長崎西3 榎並　陸 佐世保工業2 田中　修人 瓊浦1 田中　明睦 九州文化学園2 塚原　翔 諫早商業2 和泉　勇輝 長崎工業2 堀川　慶悟 長崎北2

4 早田昌太郎 長崎南山3 本多　昂生 長崎西3 田代　悠真 佐世保工業3 有森　廉也 瓊浦2 浦川　良 九州文化学園2 茂見　滉斗 諫早商業3 水上　樹翔 長崎工業2 井手　柚月 長崎北2

3:44.22 　　 3:46.62 　　 3:47.78 　　 3:48.11 　　 3:51.69 　　 3:53.26 　　 3:54.32 　　 3:59.09 　　

（第1泳者） 0:55.76 　　 0:56.95 　　 0:56.21 　　 0:58.29 　　 0:59.15 　　 0:57.15 　　 0:57.21 　　 0:59.17 　　

800M 1 田中　修人 瓊浦1 北村　真一 長崎南山2 秋田谷順平 佐世保工業1 諸岡　駿 長崎北3 大我　耀平 諫早商業3 倉本　楓汰 長崎南2 姫路康太郎 長崎西3 前田　彪冴 長崎工業3

フリーリレー 2 横山　遼 瓊浦3 田中　凪 長崎南山3 長谷川　聖 佐世保工業2 梶原　大蔵 長崎北3 土井　建明 諫早商業2 石橋　勇志 長崎南2 本多　昂生 長崎西3 原田　樹 長崎工業2

3 佐藤　郁也 瓊浦2 永田　惇 長崎南山2 岡野　将也 佐世保工業2 堀川　慶悟 長崎北2 塚原　翔 諫早商業2 川田　航平 長崎南3 岩永　聡 長崎西3 平川　空実 長崎工業1

4 山口　吉生 瓊浦3 早田昌太郎 長崎南山3 田中　文孝 佐世保工業3 井手　柚月 長崎北2 茂見　滉斗 諫早商業3 大串　直輝 長崎南3 濱下　宙千 長崎西2 峰　司馬 長崎工業2

8:12.61 　　 8:14.60 　　 8:23.11 　　 8:30.69 　　 8:36.18 　　 8:37.06 　　 8:40.55 　　 8:49.54 　　

（第1泳者） 1:57.60 　　 2:00.56 　　 2:06.37 　　 2:03.68 　　 2:02.64 　　 2:06.20 　　 2:07.10 　　 2:04.81 　　

400M 1 川田　航平 長崎南3 本多　昂生 長崎西3 志水　富樹 瓊浦3 早田昌太郎 長崎南山3 田代　悠真 佐世保工業3 茂見　滉斗 諫早商業3 水上　樹翔 長崎工業2 梶原　大蔵 長崎北3

メドレーリレー 2 大串　直輝 長崎南3 豊福　拓海 長崎西3 横山　遼 瓊浦3 田中　廉 長崎南山1 久米　弘司 佐世保工業3 塚原　翔 諫早商業2 原田　樹 長崎工業2 井手　柚月 長崎北2

3 倉本　楓汰 長崎南2 姫路康太郎 長崎西3 川口　響 瓊浦2 北村　真一 長崎南山2 田中　文孝 佐世保工業3 大我　耀平 諫早商業3 前田　彪冴 長崎工業3 荒木　詠志 長崎北2

4 生森　悠太 長崎南2 岩永　聡 長崎西3 田中　修人 瓊浦1 田中　凪 長崎南山3 岡野　将也 佐世保工業2 土井　建明 諫早商業2 和泉　勇輝 長崎工業2 諸岡　駿 長崎北3

4:02.42 大会新　　 4:05.09 　　 4:07.01 　　 4:12.86 　　 4:13.70 　　 4:16.51 　　 4:16.94 　　 4:23.53 　　

（第1泳者） 1:01.55 　　 1:04.40 　　 1:05.01 　　 0:59.91 　　 1:03.52 　　 1:07.01 　　 1:07.67 　　 1:08.64 　　

瓊浦は９年ぶり４回目の優勝

順位 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位 11 位 12 位 13 位 14 位 14 位

学校名 瓊浦 長崎南山 佐世保工業 長崎西 長崎南 諫早商業 長崎北 長崎工業 九州文化学園 大村 長崎東 青雲 西陵 大村工業 佐世保南

得点 126 90 81 81 74 47 40 35 34 16 15 10 9 6 6

順位 16 位 17 位 18 位 18 位 20 位

学校名 佐世保高専 諫早 鎮西学院 佐世保北 大村城南

得点 5 4 2 2 1

男子


