
平成30年度 第53回 長崎県高等学校新人体育大会 水泳競技　決勝結果 　は同順位 平成30年8月25日(土)，8月26日(日)

佐世保市総合グラウンドプール

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 青木　優也 長崎北1 山添　広介 九州文化2 一瀬　歩 青雲2 井内　大輔 長崎西1 宮野　恵人 瓊浦1 福島　良吹 瓊浦1 竹本　健人 長崎西2 山川　智史 佐世保工業2

自由形 0:26.05 　標準新 0:26.51 　標準新 0:26.55 　標準新 0:26.77 　 0:26.89 　 0:27.30 　 0:27.41 　 0:27.58 　

100M 井手　琢也 諫早商業1 西山　汰希 鎮西学院2 山添　広介 九州文化2 一瀬　歩 青雲2 前田　羽太 佐世保工業1 熊野　陽平 長崎工業1 井内　大輔 長崎西1 三條　稜汰 長崎南山1

自由形 0:55.23 　標準新 0:56.98 　標準新 0:57.52 　標準新 0:58.30 　 0:58.37 　 0:58.55 　 0:58.59 　 1:00.17 　

200M 井手　琢也 諫早商業1 西山　汰希 鎮西学院2 秋田谷順平 佐世保工業2 山口　和真 大村1 金乙　優希 佐世保北2 前田　羽太 佐世保工業1 西田　武史 長崎南山2 江島　颯来 長崎南山2

自由形 2:01.63 　標準新 2:03.09 　標準新 2:06.26 　標準新 2:06.37 　標準新 2:08.11 　 2:11.11 　 2:12.56 　 2:12.75 　

400M 金乙　優希 佐世保北2 山口　和真 大村1 秋田谷順平 佐世保工業2 南里慶太郎 佐世保工業1 西田　武史 長崎南山2 江島　颯来 長崎南山2 堀　恒心 佐世保工業2 平　大輝 瓊浦1

自由形 4:27.74 　標準新 4:28.33 　標準新 4:32.74 　標準新 4:34.68 　標準新 4:41.18 　 4:46.17 　 4:53.02 　 5:04.02 　

1500M 中野　彩人 佐世保工業1 宮﨑　陽人 佐世保工業1 八尋　重人 瓊浦1

自由形 19:32.91 　 19:44.40 　 21:12.44 　

100M 川口椋太郎 諫早1 今道　来寿 長崎南山1 坂上　陸斗 諫早商業2 八田　凌太 長崎工業1 中尾　海 大村2 森田　嵩優 大村2 宮﨑　陽人 佐世保工業1 川島　聖凪 佐世保南1

背泳ぎ 1:03.36 　標準新 1:05.15 　標準新 1:08.86 　 1:10.04 　 1:10.53 　 1:13.14 　 1:13.54 　 1:14.38 　

200M 今道　来寿 長崎南山1 川口椋太郎 諫早1 宮野　恵人 瓊浦1 坂上　陸斗 諫早商業2 八田　凌太 長崎工業1 堀　恒心 佐世保工業2 森田　嵩優 大村2 西村　奏斗 瓊浦1

背泳ぎ 2:16.81 　標準新 2:18.60 　標準新 2:28.75 　標準新 2:30.59 　標準新 2:31.44 　 2:33.50 　 2:35.60 　 2:41.32 　

100M 野邉　尚樹 長崎南山1 池田　昂汰 西陵2 荒木　涼平 長崎南1 田中　廉 長崎南山2 矢野　龍人 長崎工業2 上川内　陸 瓊浦2 西田　裕希 大村工業1 田﨑　翔 瓊浦2

平泳ぎ 1:08.02 　標準新 1:08.04 　標準新 1:10.28 　標準新 1:11.33 　 1:13.23 　 1:15.51 　 1:16.46 　 1:17.66 　

200M 池田　昂汰 西陵2 野邉　尚樹 長崎南山1 田中　廉 長崎南山2 荒木　涼平 長崎南1 矢野　龍人 長崎工業2 田﨑　翔 瓊浦2 上川内　陸 瓊浦2 橋口　海士 長崎南1

平泳ぎ 2:24.70 大会新　標準新 2:25.69 　標準新 2:32.00 　標準新 2:38.90 　標準新 2:40.72 　 2:45.48 　 2:51.19 　 2:53.05 　

100M 西村　理汰 諫早1 川﨑　佑紀 長崎南山1 山川　智史 佐世保工業2 才木　颯人 長崎西1 平　将也 長崎工業2 青木　優也 長崎北1 原田　聖太 瓊浦1 川内　陽平 大村工業2

バタフライ 0:57.73 　標準新 0:59.31 　標準新 1:02.86 　 1:03.14 　 1:05.97 　 1:07.44 　 1:08.25 　 1:08.65 　

200M 西村　理汰 諫早1 川﨑　佑紀 長崎南山1 南里慶太郎 佐世保工業1 才木　颯人 長崎西1 原田　聖太 瓊浦1 川内　陽平 大村工業2 中原丈一郎 佐世保工業1 中西　優季 佐世保南1

バタフライ 2:08.26 　標準新 2:15.38 　標準新 2:24.82 　標準新 2:28.04 　標準新 2:32.46 　標準新 2:36.08 　 2:44.18 　 2:44.57 　

200M 永石　航大 長崎南山1 江頭　大輝 長崎工業1 髙橋　侑里 長崎工業2 中野　彩人 佐世保工業1 中道　大心 瓊浦1 平川　空実 長崎工業2 中原丈一郎 佐世保工業1 中神　稜騎 佐世保南1

個人メドレー 2:20.01 　標準新 2:22.91 　標準新 2:24.37 　標準新 2:30.57 　 2:30.92 　 2:31.57 　 2:31.72 　 2:38.33 　

400M 永石　航大 長崎南山1 江頭　大輝 長崎工業1 髙橋　侑里 長崎工業2 中道　大心 瓊浦1 橋本　翔太 大村工業2 豊里　和也 佐世保工業1

個人メドレー 4:56.44 　標準新 5:00.19 　標準新 5:08.19 　標準新 5:22.59 　 5:44.17 　 6:02.63 　

400M 1 川﨑　佑紀 長崎南山1 平　将也 長崎工業2 竹本　健人 長崎西2 秋田谷順平 佐世保工業2 入江　慶志 諫早1 宮野　恵人 瓊浦1 山口　和真 大村1 青木　優也 長崎北1

フリーリレー 2 野邉　尚樹 長崎南山1 平川　空実 長崎工業2 才木　颯人 長崎西1 中原丈一郎 佐世保工業1 西村　理汰 諫早1 福島　良吹 瓊浦1 三原　開 大村1 吉田　直生 長崎北1

3 今道　来寿 長崎南山1 熊野　陽平 長崎工業1 西田　絢太 長崎西2 山川　智史 佐世保工業2 木須　駿介 諫早1 田﨑　翔 瓊浦2 森田　嵩優 大村2 峰　陽寿 長崎北1

4 江島　颯来 長崎南山2 江頭　大輝 長崎工業1 井内　大輔 長崎西1 前田　羽太 佐世保工業1 川口椋太郎 諫早1 中道　大心 瓊浦1 中尾　海 大村2 中原　悠貴 長崎北2

3:50.68 　標準新 3:58.46 　標準新 3:59.15 　標準新 4:00.89 　 4:03.14 　 4:05.76 　 4:08.55 　 4:10.26 　

（第1泳者） 0:56.34 　　 1:00.53 　　 1:00.60 　　 1:00.10 　　 1:02.22 　　 1:01.36 　　 1:00.12 　　 0:59.00 　　

400M 1 今道　来寿 長崎南山1 川口椋太郎 諫早1 八田　凌太 長崎工業1 宮﨑　陽人 佐世保工業1 宮野　恵人 瓊浦1 坂上　陸斗 諫早商業2 森田　嵩優 大村2 竹本　健人 長崎西2

メドレーリレー 2 野邉　尚樹 長崎南山1 木須　駿介 諫早1 矢野　龍人 長崎工業2 秋田谷順平 佐世保工業2 田﨑　翔 瓊浦2 里　朋汰雅 諫早商業2 中尾　海 大村2 片江勘太郎 長崎西2

3 川﨑　佑紀 長崎南山1 西村　理汰 諫早1 江頭　大輝 長崎工業1 山川　智史 佐世保工業2 原田　聖太 瓊浦1 井手　琢也 諫早商業1 山口　和真 大村1 才木　颯人 長崎西1

4 西田　武史 長崎南山2 入江　慶志 諫早1 熊野　陽平 長崎工業1 前田　羽太 佐世保工業1 福島　良吹 瓊浦1 吉原　央桐 諫早商業2 三原　開 大村1 井内　大輔 長崎西1

4:15.20 　標準新 4:25.24 　標準新 4:27.09 　標準新 4:28.45 　標準新 4:31.98 　 4:38.78 　 4:40.43 　 4:44.12 　

（第1泳者） 1:05.49 　　 1:04.34 　　 1:11.17 　　 1:11.98 　　 1:09.86 　　 1:09.58 　　 1:13.08 　　 1:15.01 　　

#N/A 1

#N/A 2

3

4

（第1泳者）

長崎南山高校は6年ぶり2回目の優勝 ※標準新は末弘杯への出場権を得る。ただし、予選での標準記録突破者は含まず。

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 長崎工業 瓊浦 諫早 長崎西 諫早商業 大村 西陵 鎮西学院 長崎北 九州文化 長崎南 佐世保北 青雲

得点 114 91 79 59 53 33 33 29 15 14 13 13 12 12 11

順位 16 位 17 位

学校名 大村工業 佐世保南

得点 10 3

男子



平成30年度 第53回 長崎県高等学校新人体育大会 水泳競技　決勝結果 　は同順位 平成30年8月25日(土)，8月26日(日)

佐世保市総合グラウンドプール

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 岩本　莉帆 諫早商業1 山口　笑佳 長崎北2 三森　優衣 長崎西1 野﨑　亜衣 青雲2 古賀　凜華 長崎商業1 加藤　李菜 長崎南2 久保乃ノ花 長崎西1 田尻　蒼依 諫早2

自由形 0:28.90 　標準新 0:29.38 　標準新 0:31.82 　 0:31.93 　 0:32.86 　 0:32.97 　 0:33.76 　 0:34.72 　

100M 原﨑　花楓 九州文化1 岩本　莉帆 諫早商業1 小島　梨央 長崎南1 藤　花実 長崎北2 柴田萌々香 長崎南2 佐藤　文音 諫早2 川本結依子 諫早商業2 三森　優衣 長崎西1

自由形 1:00.90 　標準新 1:02.24 　標準新 1:02.36 　標準新 1:02.60 　標準新 1:04.35 　標準新 1:09.91 　 1:10.78 　 1:13.07 　

200M 原﨑　花楓 九州文化1 藤　花実 長崎北2 西山　夏海 長崎西2 東　璃音 長崎商業2 小栁　香凛 佐世保商業2 久木元美咲 諫早1 濵下　明子 長崎西2 中村　百花 長崎北1

自由形 2:11.31 　標準新 2:14.52 　標準新 2:18.29 　標準新 2:20.30 　標準新 2:20.32 　標準新 2:24.21 　標準新 2:25.14 　標準新 2:25.86 　標準新

400M 小島　梨央 長崎南1 原口くる実 瓊浦2 西山　夏海 長崎西2 東　璃音 長崎商業2 小栁　香凛 佐世保商業2 中村　百花 長崎北1 山﨑奈央子 諫早1 市部　心 諫早商業1

自由形 4:46.12 　標準新 4:48.12 　標準新 4:49.49 　標準新 4:54.95 　標準新 4:58.02 　標準新 5:07.16 　標準新 5:07.24 　標準新 5:23.02 　

800M 山﨑奈央子 諫早1 市部　心 諫早商業1

自由形 10:33.96 　 11:14.25 　

100M 田中　志歩 純心女子2 白石　怜佳 長崎南2 柴田萌々香 長崎南2 小川　優美 瓊浦2 林田　迪璃 諫早商業2 紙上　碧 純心女子1 渋谷　美咲 長崎北2 江上　楓樺 佐世保北2

背泳ぎ 1:09.35 　標準新 1:10.15 　標準新 1:12.52 　標準新 1:13.71 　標準新 1:17.25 　 1:20.17 　 1:24.46 　 2:14.44 　

200M 田中　志歩 純心女子2 白石　怜佳 長崎南2 小川　優美 瓊浦2 林田　迪璃 諫早商業2 伊藤　雅 諫早商業1 渋谷　美咲 長崎北2

背泳ぎ 2:27.53 　標準新 2:30.38 　標準新 2:40.41 　標準新 2:47.00 　標準新 2:55.89 　 2:56.89 　

100M 川野　夢花 諫早商業2 中村　絢香 瓊浦2 藤本はるな 長崎南2 川浪　愛里 長崎北2 野﨑　亜衣 青雲2 中井　美琴 純心女子2 山本　真綸 佐世保北2 松本萌々華 佐世保北1

平泳ぎ 1:19.59 　標準新 1:23.55 　標準新 1:23.88 　標準新 1:27.63 　 1:28.83 　 1:40.52 　 1:47.80 　 2:01.58 　

200M 川野　夢花 諫早商業2 中村　絢香 瓊浦2 藤本はるな 長崎南2 川浪　愛里 長崎北2

平泳ぎ 2:48.86 　標準新 2:56.81 　標準新 3:03.41 　標準新 3:05.11 　標準新

100M 山口　笑佳 長崎北2 橋本　遥名 長崎南2 中川　咲希 島原1 織田　汐理 長崎西1 財津　花 聖和女子学院1 渡邉ひまり 長崎南1 種池　真衣 諫早商業1 堀野　円香 長崎北2

バタフライ 1:08.47 　標準新 1:08.66 　標準新 1:12.03 　標準新 1:13.66 　標準新 1:13.82 　標準新 1:18.74 　標準新 1:20.63 　 1:21.34 　

200M 中川　咲希 島原1 橋本　遥名 長崎南2 種池　真衣 諫早商業1

バタフライ 2:35.16 　標準新 2:35.59 　標準新 3:08.69 　

200M 吉村　友里 佐世保南1 杉永　智美 長崎北2 久木元美咲 諫早1 濵下　明子 長崎西2 峯松　琴音 純心女子1 泉　さくら 諫早商業2 馬場　萌子 長崎北2 伊藤　雅 諫早商業1

個人メドレー 2:28.35 　標準新 2:33.84 　標準新 2:47.50 　標準新 2:50.90 　標準新 2:52.52 　標準新 2:54.28 　標準新 2:56.18 　 2:56.22 　

400M 吉村　友里 佐世保南1 杉永　智美 長崎北2 原口くる実 瓊浦2 泉　さくら 諫早商業2 峯松　琴音 純心女子1 馬場　萌子 長崎北2

個人メドレー 5:19.85 　標準新 5:23.62 　標準新 5:28.81 　標準新 6:07.49 　標準新 6:13.19 　 6:18.18 　

400M 1 藤　花実 長崎北2 小島　梨央 長崎南1 岩本　莉帆 諫早商業1 西山　夏海 長崎西2 原口くる実 瓊浦2 佐藤　文音 諫早2 紙上　碧 純心女子1

フリーリレー 2 中村　百花 長崎北1 柴田萌々香 長崎南2 林田　迪璃 諫早商業2 久保乃ノ花 長崎西1 中村　絢香 瓊浦2 田尻　蒼依 諫早2 中井　美琴 純心女子2

3 山口　笑佳 長崎北2 白石　怜佳 長崎南2 川野　夢花 諫早商業2 三森　優衣 長崎西1 小川　優美 瓊浦2 山﨑奈央子 諫早1 水谷　美咲 純心女子2

4 杉永　智美 長崎北2 橋本　遥名 長崎南2 川本結依子 諫早商業2 濵下　明子 長崎西2 大田尾明日翔 瓊浦1 久木元美咲 諫早1 峯松　琴音 純心女子1

4:13.60 　標準新 4:14.66 　標準新 4:24.49 　標準新 4:36.81 　 4:45.21 　 4:55.19 　 5:35.76 　

（第1泳者） 1:02.41 　　 1:02.84 　　 1:03.61 　　 1:04.47 　　 1:04.32 　　 1:08.82 　　 1:16.66 　　

400M 1 白石　怜佳 長崎南2 藤　花実 長崎北2 林田　迪璃 諫早商業2 小川　優美 瓊浦2 西山　夏海 長崎西2 田中　志歩 純心女子2

メドレーリレー 2 藤本はるな 長崎南2 杉永　智美 長崎北2 川野　夢花 諫早商業2 中村　絢香 瓊浦2 三森　優衣 長崎西1 中井　美琴 純心女子2

3 橋本　遥名 長崎南2 山口　笑佳 長崎北2 種池　真衣 諫早商業1 原口くる実 瓊浦2 織田　汐理 長崎西1 峯松　琴音 純心女子1

4 小島　梨央 長崎南1 中村　百花 長崎北1 岩本　莉帆 諫早商業1 大田尾明日翔 瓊浦1 久保乃ノ花 長崎西1 中村　優希 純心女子2

4:43.37 　標準新 4:49.50 　標準新 5:01.99 　標準新 5:12.11 　標準新 5:15.32 　標準新 5:31.30 　

（第1泳者） 1:09.67 　　 1:14.63 　　 1:18.33 　　 1:15.23 　　 1:14.78 　　 1:08.71 　　

長崎南は24年ぶり8回目の優勝 ※標準新は末弘杯への出場権を得る。ただし、予選での標準記録突破者は含まず。

順位 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 8 位 10 位 11 位 12 位 13 位 14 位 15 位

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

得点 100 96 95 56 51 40 29 16 16 14 14 9 8 4 4

順位

学校名

得点

女子


