
令和元年度 第71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 令和元年6月1日(土)，2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 森山　遼 長崎南山1 田中　修人 瓊浦3 竹野　友貴 瓊浦1 前田　羽太 佐世保工業2 平田英太郎 長崎南山1 一瀬　歩 青雲3 青木　優也 長崎北2 田中　智志 大村1

自由形 ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ                      ﾀﾅｶ ｼｭｳﾄ                      ﾀｹﾉ ﾄﾓｷ                       ﾏｴﾀﾞ ｳﾀ                       ﾋﾗﾀ ｴｲﾀﾛｳ                     ｲﾁﾉｾ ｱﾕﾑ                      ｱｵｷ ﾕｳﾔ                       ﾀﾅｶ ｻﾄｼ                       

0:24.26    標準新 0:24.43    標準新 0:24.68    標準新 0:25.11    標準新 0:25.53    標準新 0:25.54    標準新 0:25.58    0:25.72    

100M 森山　遼 長崎南山1 田中　修人 瓊浦3 前田　羽太 佐世保工業2 田中　智志 大村1 西山　汰希 鎮西学院3 山添　広介 九州文化3 一瀬　歩 青雲3 横尾　子竜 佐世保工業3

自由形 ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ                      ﾀﾅｶ ｼｭｳﾄ                      ﾏｴﾀﾞ ｳﾀ                       ﾀﾅｶ ｻﾄｼ                       ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｷ                      ﾔﾏｿﾞｴ ｺｳｽｹ                    ｲﾁﾉｾ ｱﾕﾑ                      ﾖｺｵ ｼﾘｭｳ                      

0:52.84    標準新 0:53.21    標準新 0:55.88    標準新 0:56.25    標準新 0:56.83    標準新 0:56.87    標準新 0:57.09    0:57.75    

200M 小串　爽太 九州文化1 井手　琢也 諫早商業2 山口　和真 大村2 西山　汰希 鎮西学院3 江島　颯来 長崎南山3 秋田谷順平 佐世保工業3 金乙　優希 佐世保北3 熊野　陽平 長崎工業2

自由形 ｺｸﾞｼ ｿｳﾀ                      ｲﾃﾞ ﾀｸﾔ                       ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ                    ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｷ                      ｴｼﾞﾏ ｿﾗ                       ｱｷﾀﾔ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ                  ｶﾅｵﾄ ﾕｳｷ                      ｸﾏﾉ ﾖｳﾍｲ                      

1:57.87    標準新 1:58.12    標準新 1:59.30    標準新 2:03.60    標準新 2:05.57    標準新 2:05.94    標準新 2:06.06    2:07.52    

400M 小串　爽太 九州文化1 太田　諒 佐世保北1 井手　琢也 諫早商業2 山口　和真 大村2 中原　脩玖 佐世保南1 金乙　優希 佐世保北3 南里慶太郎 佐世保工業2 山口　夢宝 長崎工業1

自由形 ｺｸﾞｼ ｿｳﾀ                      ｵｵﾀ ﾘｮｳ                       ｲﾃﾞ ﾀｸﾔ                       ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ                    ﾅｶﾊﾗ ｼｭｳｸ                     ｶﾅｵﾄ ﾕｳｷ                      ﾅﾝﾘ ｹｲﾀﾛｳ                     ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ                     

4:09.32    標準新 4:10.11    標準新 4:13.86    標準新 4:16.92    標準新 4:20.74    標準新 4:26.05    標準新 4:26.88    4:28.69    

1500M 吉村　和真 佐世保南1 太田　諒 佐世保北1 中原　脩玖 佐世保南1 南里慶太郎 佐世保工業2 山口　夢宝 長崎工業1 西田　武史 長崎南山3 堀　恒心 佐世保工業3 三原　開 大村2

自由形 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ                     ｵｵﾀ ﾘｮｳ                       ﾅｶﾊﾗ ｼｭｳｸ                     ﾅﾝﾘ ｹｲﾀﾛｳ                     ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ                     ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ                      ﾎﾘ ｺｳｼﾝ                       ﾐﾊﾗ ｶｲ                        

16:30.36    標準新 16:37.02    標準新 17:02.14    標準新 17:34.71    標準新 17:54.49    標準新 17:58.10    標準新 18:32.34    19:45.37    

100M 橋口　天晴 長崎南山1 今道　来寿 長崎南山2 川口椋太郎 諫早2 石本　勇真 長崎北1 浦田　幸輝 佐世保工業1 中村　楽久 長崎北1 松本　俊介 佐世保高専1 坂上　陸斗 諫早商業3

背泳ぎ ﾊｼｸﾞﾁ ﾃﾝｾｲ                    ｲﾏﾐﾁ ﾗｲｼﾞｭ                    ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾀﾛｳ                  ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾏ                      ｳﾗﾀ ｺｳｷ                       ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸ                      ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ                    ｻｶｳｴ ﾘｸﾄ                      

1:00.85    標準新 1:01.47    標準新 1:02.12    標準新 1:03.01    標準新 1:04.17    標準新 1:04.19    標準新 1:04.70    1:06.66    

200M 今道　来寿 長崎南山2 川口椋太郎 諫早2 浦田　幸輝 佐世保工業1 石本　勇真 長崎北1 橋口　天晴 長崎南山1 中村　楽久 長崎北1 松本　俊介 佐世保高専1 宮本　大資 長崎北1

背泳ぎ ｲﾏﾐﾁ ﾗｲｼﾞｭ                    ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾀﾛｳ                  ｳﾗﾀ ｺｳｷ                       ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾏ                      ﾊｼｸﾞﾁ ﾃﾝｾｲ                    ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸ                      ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ                    ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ                    

2:13.46    標準新 2:13.63    標準新 2:14.81    標準新 2:15.27    標準新 2:15.61    標準新 2:17.68    標準新 2:22.60    2:29.11    

100M 野邉　尚樹 長崎南山2 池田　昂汰 西陵3 荒木　涼平 長崎南2 山口　楓芽 長崎南山1 田中　廉 長崎南山3 矢野　洸生 長崎西1 二股　和也 長崎南1 上川内　陸 瓊浦3

平泳ぎ ﾉﾍﾞ ﾅｵｷ                       ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀ                      ｱﾗｷ ﾘｮｳﾍｲ                     ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ                    ﾀﾅｶ ﾚﾝ                        ﾔﾉ ｺｳｷ                        ﾌﾀﾏﾀ ｶｽﾞﾔ                     ｶﾐｶﾜｳﾁ ﾘｸ                     

1:06.28    標準新 1:08.00    標準新 1:09.09    標準新 1:09.51    標準新 1:10.16    標準新 1:11.06    標準新 1:11.59    1:12.39    

200M 野邉　尚樹 長崎南山2 池田　昂汰 西陵3 山口　楓芽 長崎南山1 田中　廉 長崎南山3 中原丈一郎 佐世保工業2 荒木　涼平 長崎南2 二股　和也 長崎南1 北村　裕和 長崎西1

平泳ぎ ﾉﾍﾞ ﾅｵｷ                       ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀ                      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ                    ﾀﾅｶ ﾚﾝ                        ﾅｶﾊﾗ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ                 ｱﾗｷ ﾘｮｳﾍｲ                     ﾌﾀﾏﾀ ｶｽﾞﾔ                     ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾜ                      

2:23.01    標準新 2:24.28    標準新 2:31.91    標準新 2:32.25    標準新 2:35.75    標準新 2:36.89    標準新 2:38.89    2:40.96    

100M 西村　理汰 諫早2 川﨑　佑紀 長崎南山2 才木　颯人 長崎西2 山川　智史 佐世保工業3 豊島　慶太 佐世保高専2 植木　優 長崎北1 平川　空実 長崎工業3 原田　聖太 瓊浦2

バタフライ ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾀ                      ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ                      ｻｲｷ ﾊﾙﾄ                       ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ                      ﾄﾖｼﾏ ｹｲﾀ                      ｳｴｷ ﾕｳ                        ﾋﾗｶﾜ ﾋﾛﾐ                      ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾀ                      

0:56.74    標準新 0:57.43    標準新 1:01.13    標準新 1:01.32    標準新 1:02.34    標準新 1:03.70    1:03.76    1:04.81    

200M 西村　理汰 諫早2 川﨑　佑紀 長崎南山2 才木　颯人 長崎西2 植木　優 長崎北1 八田　凌太 長崎工業2 原田　聖太 瓊浦2 柴田　歩武 長崎南1 川内　陽平 大村工業3

バタフライ ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾀ                      ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ                      ｻｲｷ ﾊﾙﾄ                       ｳｴｷ ﾕｳ                        ﾔﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀ                     ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾀ                      ｼﾊﾞﾀ ｱﾕﾑ                      ｶﾜﾁ ﾖｳﾍｲ                      

2:06.48    標準新 2:12.56    標準新 2:20.05    標準新 2:20.36    標準新 2:22.94    標準新 2:22.97    標準新 2:35.48    2:36.77    

200M 吉村　和真 佐世保南1 永石　航大 長崎南山2 平田英太郎 長崎南山1 江頭　大輝 長崎工業2 江島　颯来 長崎南山3 髙橋　侑里 長崎工業3 田口　真麻 諫早1 近藤　澄弥 佐世保高専2

個人メドレー ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ                     ﾅｶﾞｲｼ ｺｳﾀ                     ﾋﾗﾀ ｴｲﾀﾛｳ                     ｴｶﾞｼﾗ ﾀﾞｲｷ                    ｴｼﾞﾏ ｿﾗ                       ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ                      ﾀｸﾞﾁ ﾏｱｻ                      ｺﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾔ                     

2:13.96    標準新 2:15.06    標準新 2:16.83    標準新 2:18.04    標準新 2:20.27    標準新 2:20.84    標準新 2:21.77    2:27.27    

400M 永石　航大 長崎南山2 江頭　大輝 長崎工業2 髙橋　侑里 長崎工業3 近藤　澄弥 佐世保高専2 田口　真麻 諫早1 中野　彩人 佐世保工業2 川口　奏 瓊浦1 中道　大心 瓊浦2

個人メドレー ﾅｶﾞｲｼ ｺｳﾀ                     ｴｶﾞｼﾗ ﾀﾞｲｷ                    ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ                      ｺﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾔ                     ﾀｸﾞﾁ ﾏｱｻ                      ﾅｶﾉ ｱﾔﾄ                       ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ                    ﾅｶﾐﾁ ﾏｻﾑﾈ                     

4:49.05    標準新 4:53.86    標準新 5:03.22    標準新 5:04.80    標準新 5:06.99    標準新 5:07.13    標準新 5:07.58    5:23.51    

男子



令和元年度 第71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 令和元年6月1日(土)，2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

男子

4×100M 1 野邉　尚樹 長崎南山2 竹野　友貴 瓊浦1 秋田谷順平 佐世保工業3 川口椋太郎 諫早2 石本　勇真 長崎北1 田中　智志 大村1 中神　稜騎 佐世保南2 山口　夢宝 長崎工業1

フリーリレー ﾉﾍﾞ ﾅｵｷ                       ﾀｹﾉ ﾄﾓｷ                       ｱｷﾀﾔ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ                  ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾀﾛｳ                  ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾏ                      ﾀﾅｶ ｻﾄｼ                       ﾅｶｶﾞﾐ ｲｽﾞｷ                    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ                     

2 川﨑　佑紀 長崎南山2 宮野　恵人 瓊浦2 横尾　子竜 佐世保工業3 田口　真麻 諫早1 宮本　大資 長崎北1 山口　和真 大村2 中原　脩玖 佐世保南1 熊野　陽平 長崎工業2

ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ                      ﾐﾔﾉ ｹｲﾄ                       ﾖｺｵ ｼﾘｭｳ                      ﾀｸﾞﾁ ﾏｱｻ                      ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ                    ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ                    ﾅｶﾊﾗ ｼｭｳｸ                     ｸﾏﾉ ﾖｳﾍｲ                      

3 平田英太郎 長崎南山1 福島　良吹 瓊浦2 山川　智史 佐世保工業3 入江　慶志 諫早2 青木　優也 長崎北2 三原　開 大村2 堤　稜斗 佐世保南2 平　将也 長崎工業3

ﾋﾗﾀ ｴｲﾀﾛｳ                     ﾌｸｼﾏ ｲﾌﾞｷ                     ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ                      ｲﾘｴ ｹｲｼﾞ                      ｱｵｷ ﾕｳﾔ                       ﾐﾊﾗ ｶｲ                        ﾂﾂﾐ ﾘｮｳﾄ                      ﾀｲﾗ ﾏｻﾔ                       

4 森山　遼 長崎南山1 田中　修人 瓊浦3 前田　羽太 佐世保工業2 西村　理汰 諫早2 吉田　直生 長崎北2 中尾　海 大村3 吉村　和真 佐世保南1 江頭　大輝 長崎工業2

ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ                      ﾀﾅｶ ｼｭｳﾄ                      ﾏｴﾀﾞ ｳﾀ                       ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾀ                      ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ                       ﾅｶｵ ｳﾐ                        ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ                     ｴｶﾞｼﾗ ﾀﾞｲｷ                    

3:42.49    標準新 3:46.91    標準新 3:48.11    標準新 3:49.49    標準新 3:51.32    標準新 3:52.32    標準新 3:53.28    3:56.60    

（第1泳者） 0:56.10 　　 0:57.18 　　 0:58.38 　　 0:57.21 　　 0:58.32 　　 0:56.55 　　 0:59.46 　　 0:57.83 　　

4×200M 1 野邉　尚樹 長崎南山2 平　大輝 瓊浦2 熊野　陽平 長崎工業2 西村　理汰 諫早2 秋田谷順平 佐世保工業3 田中　智志 大村1 石本　勇真 長崎北1 才木　颯人 長崎西2

フリーリレー ﾉﾍﾞ ﾅｵｷ                       ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ                      ｸﾏﾉ ﾖｳﾍｲ                      ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾀ                      ｱｷﾀﾔ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ                  ﾀﾅｶ ｻﾄｼ                       ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾏ                      ｻｲｷ ﾊﾙﾄ                       

2 森山　遼 長崎南山1 宮野　恵人 瓊浦2 平川　空実 長崎工業3 川口椋太郎 諫早2 浦田　幸輝 佐世保工業1 山口　和真 大村2 青木　優也 長崎北2 竹本　健人 長崎西3

ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ                      ﾐﾔﾉ ｹｲﾄ                       ﾋﾗｶﾜ ﾋﾛﾐ                      ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾀﾛｳ                  ｳﾗﾀ ｺｳｷ                       ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ                    ｱｵｷ ﾕｳﾔ                       ﾀｹﾓﾄ ｹﾝﾄ                      

3 今道　来寿 長崎南山2 川口　奏 瓊浦1 江頭　大輝 長崎工業2 田口　真麻 諫早1 山川　智史 佐世保工業3 三原　開 大村2 中村　楽久 長崎北1 西田　絢太 長崎西3

ｲﾏﾐﾁ ﾗｲｼﾞｭ                    ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ                    ｴｶﾞｼﾗ ﾀﾞｲｷ                    ﾀｸﾞﾁ ﾏｱｻ                      ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ                      ﾐﾊﾗ ｶｲ                        ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸ                      ﾆｼﾀﾞ ｹﾝﾀ                      

4 川﨑　佑紀 長崎南山2 田中　修人 瓊浦3 山口　夢宝 長崎工業1 入江　慶志 諫早2 前田　羽太 佐世保工業2 中尾　海 大村3 行徳　勇史 長崎北1 井内　大輔 長崎西2

ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ                      ﾀﾅｶ ｼｭｳﾄ                      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ                     ｲﾘｴ ｹｲｼﾞ                      ﾏｴﾀﾞ ｳﾀ                       ﾅｶｵ ｳﾐ                        ｷﾞｮｳﾄｸ ﾀｹｼ                    ｲｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ                     

8:16.21    標準新 8:28.98    標準新 8:30.31    標準新 8:32.82    標準新 8:33.87    標準新 8:35.01    標準新 8:40.02    8:48.96    

（第1泳者） 2:02.64 　　 2:09.34 　　 2:09.68 　　 2:00.15 　　 2:07.24 　　 2:08.22 　　 2:03.66 　　 2:10.22 　　

4×100M 1 今道　来寿 長崎南山2 浦田　幸輝 佐世保工業1 川口椋太郎 諫早2 宮野　恵人 瓊浦2 中村　楽久 長崎北1 北村　裕和 長崎西1 八田　凌太 長崎工業2 松本　俊介 佐世保高専1

メドレーリレー ｲﾏﾐﾁ ﾗｲｼﾞｭ                    ｳﾗﾀ ｺｳｷ                       ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾀﾛｳ                  ﾐﾔﾉ ｹｲﾄ                       ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸ                      ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾜ                      ﾔﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀ                     ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ                    

2 野邉　尚樹 長崎南山2 中原丈一郎 佐世保工業2 田口　真麻 諫早1 川口　奏 瓊浦1 石本　勇真 長崎北1 矢野　洸生 長崎西1 矢野　龍人 長崎工業3 近藤　澄弥 佐世保高専2

ﾉﾍﾞ ﾅｵｷ                       ﾅｶﾊﾗ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ                 ﾀｸﾞﾁ ﾏｱｻ                      ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ                    ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾏ                      ﾔﾉ ｺｳｷ                        ﾔﾉ ﾘｭｳﾄ                       ｺﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾔ                     

3 川﨑　佑紀 長崎南山2 山川　智史 佐世保工業3 西村　理汰 諫早2 原田　聖太 瓊浦2 植木　優 長崎北1 才木　颯人 長崎西2 江頭　大輝 長崎工業2 豊島　慶太 佐世保高専2

ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ                      ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ                      ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾀ                      ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾀ                      ｳｴｷ ﾕｳ                        ｻｲｷ ﾊﾙﾄ                       ｴｶﾞｼﾗ ﾀﾞｲｷ                    ﾄﾖｼﾏ ｹｲﾀ                      

4 森山　遼 長崎南山1 横尾　子竜 佐世保工業3 入江　慶志 諫早2 田中　修人 瓊浦3 青木　優也 長崎北2 井内　大輔 長崎西2 山口　夢宝 長崎工業1 谷口　偉琉 佐世保高専1

ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ                      ﾖｺｵ ｼﾘｭｳ                      ｲﾘｴ ｹｲｼﾞ                      ﾀﾅｶ ｼｭｳﾄ                      ｱｵｷ ﾕｳﾔ                       ｲｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ                     ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ                     ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｹﾙ                     

3:59.81 大会新   標準新 4:15.66    標準新 4:16.55    標準新 4:17.65    標準新 4:18.07    標準新 4:22.01    標準新 4:24.62    4:25.92    

（第1泳者） 1:01.74 　　 1:04.70 　　 1:04.42 　　 1:08.06 　　 1:04.00 　　 1:10.99 　　 1:11.00 　　 1:05.93 　　

長崎南山は2年連続3回目の優勝 ※標準新は九州大会出場

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 15 位

学校名 長崎南山 佐世保工業 諫早 瓊浦 長崎工業 長崎北 大村 佐世保南 長崎西 佐世保北 九州文化 佐世保高専 長崎南 諫早商業 西陵

得点 177 80 67 66 51 47 30 30 24 19 19 16 15 14 14

順位 16 位 17 位 18 位

学校名 鎮西学院 青雲 大村工業

得点 9 5 1


