
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 仲田　葵 諫早商業1 山口　笑佳 長崎北3 岩本　莉帆 諫早商業2 釜田　莉鈴 瓊浦1 山川　萌紅 聖和女子2 坂田　未来 長崎西2 佐藤　文音 諫早3 川本結依子 諫早商業3

自由形 ﾅｶﾀ ｱｵｲ                       ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾐｶ                     ｲﾜﾓﾄ ﾘﾎ                       ｶﾏﾀﾞ ﾘｽﾞ                      ﾔﾏｶﾜ ﾒｸﾞ                      ｻｶﾀ ﾐｷ                        ｻﾄｳ ｱﾔﾈ                       ｶﾜﾓﾄ ﾕｲｺ                      

0:27.53    標準新 0:28.16    標準新 0:28.23    標準新 0:28.67    標準新 0:29.51    標準新 0:29.90    標準新 0:30.36    0:30.37    

100M 原﨑　花楓 九州文化2 岩本　莉帆 諫早商業2 藤　花実 長崎北3 釜田　莉鈴 瓊浦1 酒井　美咲 諫早1 村川　樹桜 瓊浦1 坂田　未来 長崎西2 川本結依子 諫早商業3

自由形 ﾊﾗｻｷ ｶｴﾃﾞ                     ｲﾜﾓﾄ ﾘﾎ                       ﾄｳ ﾊﾅﾐ                        ｶﾏﾀﾞ ﾘｽﾞ                      ｻｶｲ ﾐｻｷ                       ﾑﾗｶﾜ ｼﾞｭﾗ                     ｻｶﾀ ﾐｷ                        ｶﾜﾓﾄ ﾕｲｺ                      

0:59.51    標準新 1:01.46    標準新 1:02.07    標準新 1:02.64    標準新 1:04.64    標準新 1:05.12    標準新 1:06.93    1:07.91    

200M 原﨑　花楓 九州文化2 小島　梨央 長崎南2 藤　花実 長崎北3 村川　樹桜 瓊浦1 山﨑奈央子 諫早2 濵下　明子 長崎西3 鶴山　美里 長崎商業1 久保乃ノ花 長崎西2

自由形 ﾊﾗｻｷ ｶｴﾃﾞ                     ｺｼﾞﾏ ﾘｵ                       ﾄｳ ﾊﾅﾐ                        ﾑﾗｶﾜ ｼﾞｭﾗ                     ﾔﾏｻｷ ﾅｵｺ                      ﾊﾏｼﾀ ｱｶﾈ                      ﾂﾙﾔﾏ ﾐｻﾄ                      ｸﾎﾞ ﾉﾉｶ                       

2:10.66    標準新 2:14.39    標準新 2:15.10    標準新 2:20.06    標準新 2:24.52    標準新 2:25.66    標準新 2:30.39    2:39.88    

400M 原口くる実 瓊浦3 西山　夏海 長崎西3 小島　梨央 長崎南2 小栁　香凛 佐世保商業3 東　璃音 長崎商業3 菖蒲　和奏 諫早1 山﨑奈央子 諫早2 渋谷　美咲 長崎北3

自由形 ﾊﾗｸﾞﾁ ｸﾙﾐ                     ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾐ                      ｺｼﾞﾏ ﾘｵ                       ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾘﾝ                     ﾋｶﾞｼ ﾘｵﾝ                      ｼｮｳﾌﾞ ﾜｶﾅ                     ﾔﾏｻｷ ﾅｵｺ                      ｼﾌﾞﾔ ﾐｻｷ                      

4:40.11    標準新 4:42.29    標準新 4:42.60    標準新 4:43.17    標準新 4:52.71    標準新 4:54.69    標準新 5:03.16    5:11.14    

800M 原口くる実 瓊浦3 小栁　香凛 佐世保商業3 東　璃音 長崎商業3 菖蒲　和奏 諫早1 酒井　美咲 諫早1 久木元美咲 諫早2 渋谷　美咲 長崎北3 市部　心 諫早商業2

自由形 ﾊﾗｸﾞﾁ ｸﾙﾐ                     ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾘﾝ                     ﾋｶﾞｼ ﾘｵﾝ                      ｼｮｳﾌﾞ ﾜｶﾅ                     ｻｶｲ ﾐｻｷ                       ｸｷﾓﾄ ﾐｻｷ                      ｼﾌﾞﾔ ﾐｻｷ                      ｲﾁﾍﾞ ｺｺﾛ                      

9:41.56    標準新 9:42.03    標準新 9:54.81    標準新 10:00.33    標準新 10:05.21    標準新 10:22.99    標準新 10:34.86    10:59.53    

100M 田中　志歩 純心女子3 柴田萌々香 長崎南3 白石　怜佳 長崎南3 伊東　麗 長崎商業1 井上　未知 長崎東1 小川　優美 瓊浦3 内田　想 長崎北2 本山　李夏 佐世保高専1

背泳ぎ ﾀﾅｶ ｼﾎ                        ｼﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ                      ｼﾗｲｼ ﾚｲｶ                      ｲﾄｳ ｳﾗﾗ                       ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ                      ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾐ                      ｳﾁﾀﾞ ｺｺﾛ                      ﾓﾄﾔﾏ ﾓｶ                       

1:07.36    標準新 1:09.17    標準新 1:10.04    標準新 1:10.77    標準新 1:12.47    標準新 1:12.89    標準新 1:13.14    1:13.27    

200M 田中　志歩 純心女子3 白石　怜佳 長崎南3 西山　夏海 長崎西3 伊東　麗 長崎商業1 柴田萌々香 長崎南3 井上　未知 長崎東1 内田　想 長崎北2 本山　李夏 佐世保高専1

背泳ぎ ﾀﾅｶ ｼﾎ                        ｼﾗｲｼ ﾚｲｶ                      ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾐ                      ｲﾄｳ ｳﾗﾗ                       ｼﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ                      ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ                      ｳﾁﾀﾞ ｺｺﾛ                      ﾓﾄﾔﾏ ﾓｶ                       

2:26.41    標準新 2:30.37    標準新 2:30.72    標準新 2:33.63    標準新 2:34.61    標準新 2:35.46    標準新 2:38.78    2:42.21    

100M 小関　葵 青雲1 川野　夢花 諫早商業3 久木元美咲 諫早2 八百山　蒼 長崎北陽台1 山川　萌紅 聖和女子2 中村　絢香 瓊浦3 川浪　愛里 長崎北3 大町　里菜 瓊浦1

平泳ぎ ｺｾｷ ｱｵｲ                       ｶﾜﾉ ﾕﾒｶ                       ｸｷﾓﾄ ﾐｻｷ                      ﾔｵﾔﾏ ｱｲ                       ﾔﾏｶﾜ ﾒｸﾞ                      ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶ                      ｶﾜﾅﾐ ｱｲﾘ                      ｵｵﾏﾁ ﾘﾅ                       

1:11.92 大会新   標準新 1:18.34    標準新 1:18.54    標準新 1:22.16    標準新 1:22.64    標準新 1:22.85    標準新 1:22.96    1:27.63    

200M 小関　葵 青雲1 川野　夢花 諫早商業3 中村　絢香 瓊浦3 川浪　愛里 長崎北3 八百山　蒼 長崎北陽台1 大町　里菜 瓊浦1 副島　実来 諫早商業1 吉田ひなた 口加1

平泳ぎ ｺｾｷ ｱｵｲ                       ｶﾜﾉ ﾕﾒｶ                       ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶ                      ｶﾜﾅﾐ ｱｲﾘ                      ﾔｵﾔﾏ ｱｲ                       ｵｵﾏﾁ ﾘﾅ                       ｿｴｼﾞﾏ ﾐｸ                      ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ                      

2:37.88 大会新 県高新  標準新 2:49.55    標準新 2:54.91    標準新 2:58.85    標準新 3:03.88    標準新 3:04.09    標準新 3:04.62    3:04.82    

100M 仲田　葵 諫早商業1 橋本　遥名 長崎南3 山口　笑佳 長崎北3 中川　咲希 島原2 鉾屋　綾菜 九州文化1 冨田　真陽 佐世保高専3 織田　汐理 長崎西2 財津　花 聖和女子2

バタフライ ﾅｶﾀ ｱｵｲ                       ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ                      ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾐｶ                     ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ                      ﾎｺﾔ ｱﾔﾅ                       ﾄﾐﾀ ﾏﾋﾙ                       ｵﾀﾞ ｼｵﾘ                       ｻﾞｲﾂ ﾊﾅ                       

1:04.33    標準新 1:06.39    標準新 1:06.78    標準新 1:08.82    標準新 1:09.32    標準新 1:10.15    標準新 1:10.26    1:12.64    

200M 橋本　遥名 長崎南3 中川　咲希 島原2 鉾屋　綾菜 九州文化1 織田　汐理 長崎西2 財津　花 聖和女子2 馬場　萌子 長崎北3 渡邉ひまり 長崎南2 種池　真衣 諫早商業2

バタフライ ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ                      ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ                      ﾎｺﾔ ｱﾔﾅ                       ｵﾀﾞ ｼｵﾘ                       ｻﾞｲﾂ ﾊﾅ                       ﾊﾞﾊﾞ ﾓｴｺ                      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾏﾘ                     ﾀﾈｲｹ ﾏｲ                       

2:26.70    標準新 2:29.67    標準新 2:35.89    標準新 2:47.19    標準新 2:52.10    標準新 2:53.85    標準新 3:01.52    3:07.20    

200M 吉村　友里 佐世保南2 杉永　智美 長崎北3 西山　美里 長崎西1 林田　迪璃 諫早商業3 中村　百花 長崎北2 峯松　琴音 純心女子2 馬場　萌子 長崎北3 伊藤　雅 諫早商業2

個人メドレー ﾖｼﾑﾗ ﾕﾘ                       ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ                    ﾆｼﾔﾏ ﾐｻﾄ                      ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾗﾘ                     ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ                      ﾐﾈﾏﾂ ｺﾄ                       ﾊﾞﾊﾞ ﾓｴｺ                      ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ                      

2:28.03    標準新 2:30.65    標準新 2:31.91    標準新 2:44.65    標準新 2:44.75    標準新 2:44.77    標準新 2:51.96    2:54.70    

400M 吉村　友里 佐世保南2 杉永　智美 長崎北3 西山　美里 長崎西1 中村　百花 長崎北2 林田　迪璃 諫早商業3 泉　さくら 諫早商業3 峯松　琴音 純心女子2 市部　心 諫早商業2

個人メドレー ﾖｼﾑﾗ ﾕﾘ                       ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ                    ﾆｼﾔﾏ ﾐｻﾄ                      ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ                      ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾗﾘ                     ｲｽﾞﾐ ｻｸﾗ                      ﾐﾈﾏﾂ ｺﾄ                       ｲﾁﾍﾞ ｺｺﾛ                      

5:13.28    標準新 5:22.94    標準新 5:27.20    標準新 5:52.32    標準新 5:56.42    標準新 6:00.43    標準新 6:04.67    6:06.14    

女子



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

女子

4×100M 1 藤　花実 長崎北3 岩本　莉帆 諫早商業2 小島　梨央 長崎南2 中村　絢香 瓊浦3 西山　夏海 長崎西3 久木元美咲 諫早2

フリーリレー ﾄｳ ﾊﾅﾐ                        ｲﾜﾓﾄ ﾘﾎ                       ｺｼﾞﾏ ﾘｵ                       ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶ                      ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾐ                      ｸｷﾓﾄ ﾐｻｷ                      

2 中村　百花 長崎北2 林田　迪璃 諫早商業3 柴田萌々香 長崎南3 釜田　莉鈴 瓊浦1 西山　美里 長崎西1 酒井　美咲 諫早1

ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ                      ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾗﾘ                     ｼﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ                      ｶﾏﾀﾞ ﾘｽﾞ                      ﾆｼﾔﾏ ﾐｻﾄ                      ｻｶｲ ﾐｻｷ                       

3 山口　笑佳 長崎北3 川野　夢花 諫早商業3 白石　怜佳 長崎南3 村川　樹桜 瓊浦1 織田　汐理 長崎西2 佐藤　文音 諫早3

ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾐｶ                     ｶﾜﾉ ﾕﾒｶ                       ｼﾗｲｼ ﾚｲｶ                      ﾑﾗｶﾜ ｼﾞｭﾗ                     ｵﾀﾞ ｼｵﾘ                       ｻﾄｳ ｱﾔﾈ                       

4 杉永　智美 長崎北3 仲田　葵 諫早商業1 橋本　遥名 長崎南3 原口くる実 瓊浦3 濵下　明子 長崎西3 菖蒲　和奏 諫早1

ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ                    ﾅｶﾀ ｱｵｲ                       ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ                      ﾊﾗｸﾞﾁ ｸﾙﾐ                     ﾊﾏｼﾀ ｱｶﾈ                      ｼｮｳﾌﾞ ﾜｶﾅ                     

4:11.34    標準新 4:13.31    標準新 4:14.51    標準新 4:14.66    標準新 4:22.34    標準新 4:28.56    標準新

（第1泳者） 1:01.95 　　 1:03.23 　　 1:01.49 　　 1:06.16 　　 1:04.34 　　 1:06.11 　　

4×200M 1 藤　花実 長崎北3 村川　樹桜 瓊浦1 山﨑奈央子 諫早2 岩本　莉帆 諫早商業2 西山　夏海 長崎西3 東　璃音 長崎商業3

フリーリレー ﾄｳ ﾊﾅﾐ                        ﾑﾗｶﾜ ｼﾞｭﾗ                     ﾔﾏｻｷ ﾅｵｺ                      ｲﾜﾓﾄ ﾘﾎ                       ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾐ                      ﾋｶﾞｼ ﾘｵﾝ                      

2 内田　想 長崎北2 小川　優美 瓊浦3 久木元美咲 諫早2 種池　真衣 諫早商業2 西山　美里 長崎西1 伊東　麗 長崎商業1

ｳﾁﾀﾞ ｺｺﾛ                      ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾐ                      ｸｷﾓﾄ ﾐｻｷ                      ﾀﾈｲｹ ﾏｲ                       ﾆｼﾔﾏ ﾐｻﾄ                      ｲﾄｳ ｳﾗﾗ                       

3 山口　笑佳 長崎北3 原口くる実 瓊浦3 酒井　美咲 諫早1 川野　夢花 諫早商業3 織田　汐理 長崎西2 古賀　凜華 長崎商業2

ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾐｶ                     ﾊﾗｸﾞﾁ ｸﾙﾐ                     ｻｶｲ ﾐｻｷ                       ｶﾜﾉ ﾕﾒｶ                       ｵﾀﾞ ｼｵﾘ                       ｺｶﾞ ﾘﾝｶ                       

4 杉永　智美 長崎北3 釜田　莉鈴 瓊浦1 菖蒲　和奏 諫早1 仲田　葵 諫早商業1 濵下　明子 長崎西3 鶴山　美里 長崎商業1

ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ                    ｶﾏﾀﾞ ﾘｽﾞ                      ｼｮｳﾌﾞ ﾜｶﾅ                     ﾅｶﾀ ｱｵｲ                       ﾊﾏｼﾀ ｱｶﾈ                      ﾂﾙﾔﾏ ﾐｻﾄ                      

9:15.57    標準新 9:21.15    標準新 9:22.06    標準新 9:29.78    標準新 9:32.25    標準新 9:56.85    標準新

（第1泳者） 2:16.65 　　 2:17.99 　　 2:23.95 　　 2:14.85 　　 2:16.55 　　 2:20.81 　　

4×100M 1 内田　想 長崎北2 岩本　莉帆 諫早商業2 小川　優美 瓊浦3 白石　怜佳 長崎南3 西山　夏海 長崎西3 酒井　美咲 諫早1

メドレーリレー ｳﾁﾀﾞ ｺｺﾛ                      ｲﾜﾓﾄ ﾘﾎ                       ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾐ                      ｼﾗｲｼ ﾚｲｶ                      ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾐ                      ｻｶｲ ﾐｻｷ                       

2 藤　花実 長崎北3 川野　夢花 諫早商業3 中村　絢香 瓊浦3 長野　妃花 長崎南1 西山　美里 長崎西1 久木元美咲 諫早2

ﾄｳ ﾊﾅﾐ                        ｶﾜﾉ ﾕﾒｶ                       ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶ                      ﾅｶﾞﾉ ﾋﾅ                       ﾆｼﾔﾏ ﾐｻﾄ                      ｸｷﾓﾄ ﾐｻｷ                      

3 山口　笑佳 長崎北3 仲田　葵 諫早商業1 原口くる実 瓊浦3 橋本　遥名 長崎南3 織田　汐理 長崎西2 菖蒲　和奏 諫早1

ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾐｶ                     ﾅｶﾀ ｱｵｲ                       ﾊﾗｸﾞﾁ ｸﾙﾐ                     ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ                      ｵﾀﾞ ｼｵﾘ                       ｼｮｳﾌﾞ ﾜｶﾅ                     

4 杉永　智美 長崎北3 林田　迪璃 諫早商業3 釜田　莉鈴 瓊浦1 小島　梨央 長崎南2 濵下　明子 長崎西3 佐藤　文音 諫早3

ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ                    ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾗﾘ                     ｶﾏﾀﾞ ﾘｽﾞ                      ｺｼﾞﾏ ﾘｵ                       ﾊﾏｼﾀ ｱｶﾈ                      ｻﾄｳ ｱﾔﾈ                       

4:40.08    標準新 4:42.96    標準新 4:43.01    標準新 4:48.80    標準新 4:54.37    標準新 5:10.09    標準新

（第1泳者） 1:13.06 　　 1:15.36 　　 1:13.14 　　 1:11.84 　　 1:12.14 　　 1:20.76 　　

長崎北は2年連続2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 10 位 12 位 13 位 13 位 15 位

学校名 長崎北 諫早商業 瓊浦 長崎南 長崎西 諫早 長崎商業 九州文化 純心女子 青雲 佐世保南 聖和女子 島原 佐世保商業 長崎北陽台

得点 115 101 86 76 65 57 28 26 21 16 16 13 12 12 9

順位 16 位 17 位 18 位

学校名 長崎東 佐世保高専 口加

得点 7 5 1


