
令和2年度 第55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 令和2年8月29日(土)

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 森山　　遼 長崎南山2 竹野　友貴 瓊浦2 谷口　　諒 長崎南山1 田中　智志 大村2 鳥巣　瞬一 長崎南2 瀬戸島大樹 長崎北1 増丸　　仁 大村1 吉村尚之助 佐世保南1

自由形 ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ ﾀｹﾉ ﾄﾓｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ ﾀﾅｶ ｻﾄｼ ﾄﾘｽ ｼｭﾝｲﾁ ｾﾄｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ ﾏｽﾏﾙ ｼﾞﾝ ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳﾉｽｹ

0:24.05 大会新　標準新 0:24.55 大会新　標準新 0:25.47 　標準新 0:25.58 　標準新 0:26.47 　 0:26.63 　 0:27.07 　 0:27.27 　

100M 森山　　遼 長崎南山2 谷口　　諒 長崎南山1 竹野　友貴 瓊浦2 田中　智志 大村2 鳥巣　瞬一 長崎南2 行徳　勇史 長崎北2 瀬戸島大樹 長崎北1 増丸　　仁 大村1

自由形 ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ ﾀｹﾉ ﾄﾓｷ ﾀﾅｶ ｻﾄｼ ﾄﾘｽ ｼｭﾝｲﾁ ｷﾞｮｳﾄｸ ﾀｹｼ ｾﾄｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ ﾏｽﾏﾙ ｼﾞﾝ

0:53.65 　標準新 0:55.17 　標準新 0:55.19 　標準新 0:57.02 　標準新 0:58.32 　 0:59.85 　 1:00.04 　 1:01.06 　

200M 太田　　諒 佐世保北2 小串　爽太 九州文化2 中原　脩玖 佐世保南2 松尾　拓海 長崎南山2 山下　春暉 佐世保工1 高宮　直希 大村工業1 横川　遥風 長崎南山2 大串　侑祐 佐世保北2

自由形 ｵｵﾀ ﾘｮｳ ｺｸﾞｼ ｿｳﾀ ﾅｶﾊﾗ ｼｭｳｸ ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｷ ﾀｶﾐﾔ ﾅｵｷ ﾖｺｶﾞﾜ ﾊﾙｶ ｵｵｸﾞｼ ﾕｳｽｹ

1:58.35 　標準新 1:58.75 　標準新 2:03.40 　標準新 2:08.28 　 2:12.01 　 2:14.53 　 2:15.07 　 2:15.44 　

400M 小串　爽太 九州文化2 太田　　諒 佐世保北2 中原　脩玖 佐世保南2 染　　拓實 長崎西1 三根　彗夢 諫早商業1 山口　夢宝 長崎工業2 山下　春暉 佐世保工1 江川　琉世 九州文化1

自由形 ｺｸﾞｼ ｿｳﾀ ｵｵﾀ ﾘｮｳ ﾅｶﾊﾗ ｼｭｳｸ ｿﾒ ﾀｸﾐ ﾐﾈ ｽｲﾑ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｷ ｴｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ

4:10.03 　標準新 4:11.63 　標準新 4:17.51 　標準新 4:19.22 　標準新 4:33.36 　標準新 4:35.92 　 4:36.26 　 4:48.20 　

1500M 三根　彗夢 諫早商業1 江川　琉世 九州文化1 岡本　啓希 佐世保工1 小川　拓人 佐世保工1 濵﨑　　駿 瓊浦2

自由形 ﾐﾈ ｽｲﾑ ｴｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ ﾊﾏｻｷ ｼｭﾝ

17:37.95 　 18:39.77 　 20:57.49 　 21:24.83 　 22:11.81 　

100M 橋口　天晴 長崎南山2 中村　楽久 長崎北2 松本　俊介 佐高専2 浦田　幸輝 佐世保工2 石本　勇真 長崎北2 高原　海人 諫早商業2 林田賢之丞 長崎工業1 宮本　大資 長崎北2

背泳ぎ 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 ｳﾗﾀ ｺｳｷ ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾏ ﾀｶﾊﾗ ｶｲﾄ ﾊﾔｼﾀﾞ ｹﾝﾉｽｹ ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

1:01.38 　標準新 1:02.68 　標準新 1:04.96 　標準新 1:05.03 　標準新 1:05.73 　標準新 1:06.11 　標準新 1:07.77 　 1:08.12 　

200M 橋口　天晴 長崎南山2 浦田　幸輝 佐世保工2 石本　勇真 長崎北2 中村　楽久 長崎北2 松本　俊介 佐高専2 戸上倫太朗 佐世保南1 林田賢之丞 長崎工業1 高原　海人 諫早商業2

背泳ぎ ﾊｼｸﾞﾁ ﾃﾝｾｲ ｳﾗﾀ ｺｳｷ ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾏ ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ ﾄｶﾞﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾊﾔｼﾀﾞ ｹﾝﾉｽｹ ﾀｶﾊﾗ ｶｲﾄ

2:16.07 　標準新 2:17.37 　標準新 2:18.58 　標準新 2:22.44 　標準新 2:22.64 　標準新 2:24.00 　標準新 2:24.94 　標準新 2:25.40 　標準新

100M 保利　瞬汰 大村1 山口　楓芽 長崎南山2 平松　七星 諫早商業1 元尾　帆斗 長崎西2 二股　和也 長崎南2 藤　　亮介 佐世保北1 道上駿太郎 大村工業1 河上　楓叶 長崎西2

平泳ぎ ﾎﾘ ｼｭﾝﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ ﾓﾄｵ ﾊﾝﾄ ﾌﾀﾏﾀ ｶｽﾞﾔ ﾌｼﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾐﾁｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｶﾜｶﾐ ｶｻﾞﾄ

1:08.95 　標準新 1:08.97 　標準新 1:09.02 　標準新 1:10.69 　標準新 1:11.89 　 1:12.11 　 1:13.09 　 1:13.65 　

200M 吉村　和真 佐世保南2 保利　瞬汰 大村1 平松　七星 諫早商業1 元尾　帆斗 長崎西2 山口　楓芽 長崎南山2 道上駿太郎 大村工業1 北村　裕和 長崎西2 二股　和也 長崎南2

平泳ぎ ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ﾎﾘ ｼｭﾝﾀ ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ ﾓﾄｵ ﾊﾝﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ ﾐﾁｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾜ ﾌﾀﾏﾀ ｶｽﾞﾔ

2:23.01 大会新　標準新 2:26.03 　標準新 2:30.83 　標準新 2:30.89 　標準新 2:31.34 　標準新 2:33.38 　標準新 2:34.48 　標準新 2:34.90 　標準新

100M 鶴田慎太郎 佐高専1 松尾　拓海 長崎南山2 渡部　晃輝 長崎東2 植木　　優 長崎北2 柴田　歩武 長崎南2 岩端　壮志 長崎北2 平山　恵一 長崎工業1 川瀬　心童 長崎南山2

バタフライ ﾂﾙﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ ｳｴｷ ﾕｳ ｼﾊﾞﾀ ｱﾕﾑ ｲﾜﾊﾞﾀ ｿｳｼ ﾋﾗﾔﾏ ｹｲｲﾁ ｶﾜｾ ｼﾄﾞｳ

1:00.31 　標準新 1:00.47 　標準新 1:03.30 　 1:03.44 　 1:03.45 　 1:05.75 　 1:07.57 　 1:10.19 　

200M 染　　拓實 長崎西1 植木　　優 長崎北2 山口　夢宝 長崎工業2 渡部　晃輝 長崎東2 近藤　史基 佐高専1 柴田　歩武 長崎南2 岩端　壮志 長崎北2 山崎　陽輝 瓊浦1

バタフライ ｿﾒ ﾀｸﾐ ｳｴｷ ﾕｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｷ ｼﾊﾞﾀ ｱﾕﾑ ｲﾜﾊﾞﾀ ｿｳｼ ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｷ

2:16.37 　標準新 2:19.17 　標準新 2:19.38 　標準新 2:19.58 　標準新 2:26.43 　標準新 2:28.83 　標準新 2:30.42 　標準新 3:10.74 　

200M 吉村　和真 佐世保南2 平田英太郎 長崎南山2 田口　真麻 諫早2 近藤　史基 佐高専1 河本　将佳 長崎鶴洋1 竹村　侑祐 大村工業1 峰　　大輝 長崎北1 松尾　翔馬 長崎北2

個人メドレー ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ﾋﾗﾀ ｴｲﾀﾛｳ ﾀｸﾞﾁ ﾏｱｻ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｷ ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾖｼ ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ ﾐﾈ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂｵ ｼｮｳﾏ

2:09.80 大会新　標準新 2:18.47 　標準新 2:22.62 　標準新 2:25.61 　 2:31.13 　 2:31.67 　 2:38.73 　 2:43.10 　

400M 川口　　奏 瓊浦2 田口　真麻 諫早2 竹村　侑祐 大村工業1 五島　泰瑶 佐世保工1 山口　侑大 佐世保工2 山口　颯太 大村工業2

個人メドレー ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ ﾀｸﾞﾁ ﾏｱｻ ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾖｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ

5:00.19 　標準新 5:08.36 　標準新 5:44.23 　 5:51.54 　 6:10.79 　 6:13.87 　

400M 1 森山　　遼 長崎南山2 石本　勇真 長崎北2 中原　脩玖 佐世保南2 鶴田慎太郎 佐高専1 鳥巣　瞬一 長崎南2 三根　彗夢 諫早商業1 北村　裕和 長崎西2 山下　春暉 佐世保工1

フリーリレー ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾏ ﾅｶﾊﾗ ｼｭｳｸ ﾂﾙﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾄﾘｽ ｼｭﾝｲﾁ ﾐﾈ ｽｲﾑ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾜ ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｷ

2 平田英太郎 長崎南山2 中村　楽久 長崎北2 吉村尚之助 佐世保南1 近藤　史基 佐高専1 二股　和也 長崎南2 平松　七星 諫早商業1 染　　拓實 長崎西1 小栁　修亮 佐世保工1

ﾋﾗﾀ ｴｲﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸ ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳﾉｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｷ ﾌﾀﾏﾀ ｶｽﾞﾔ ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ ｿﾒ ﾀｸﾐ ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭｳｽｹ

3 松尾　拓海 長崎南山2 行徳　勇史 長崎北2 戸上倫太朗 佐世保南1 松本　俊介 佐高専2 勝俣　奏汰 長崎南1 高原　海人 諫早商業2 小倉　裕翔 長崎西2 磯本　秀明 佐世保工2

ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ ｷﾞｮｳﾄｸ ﾀｹｼ ﾄｶﾞﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ ｶﾂﾏﾀ ｶﾅﾀ ﾀｶﾊﾗ ｶｲﾄ ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾄ ｲｿﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

4 谷口　　諒 長崎南山1 宮本　大資 長崎北2 吉村　和真 佐世保南2 上野　寛武 佐高専1 柴田　歩武 長崎南2 野崎　稜太 諫早商業1 河上　楓叶 長崎西2 浦田　幸輝 佐世保工2

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ｳｴﾉ ﾋﾛﾑ ｼﾊﾞﾀ ｱﾕﾑ ﾉｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ ｶﾜｶﾐ ｶｻﾞﾄ ｳﾗﾀ ｺｳｷ

3:40.90 大会新　標準新 3:49.54 　標準新 3:50.22 　標準新 3:56.54 　標準新 3:58.86 　標準新 4:00.98 　 4:02.43 　 4:04.28 　

（第1泳者） 0:53.60 　　 0:57.40 　　 0:57.78 　　 0:57.87 　　 0:57.63 　　 1:00.69 　　 1:02.29 　　 1:00.96 　　

400M 1 橋口　天晴 長崎南山2 戸上倫太朗 佐世保南1 中村　楽久 長崎北2 北村　裕和 長崎西2 松本　俊介 佐高専2 高原　海人 諫早商業2 鳥巣　瞬一 長崎南2 林田賢之丞 長崎工業1

メドレーリレー ﾊｼｸﾞﾁ ﾃﾝｾｲ ﾄｶﾞﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾜ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ ﾀｶﾊﾗ ｶｲﾄ ﾄﾘｽ ｼｭﾝｲﾁ ﾊﾔｼﾀﾞ ｹﾝﾉｽｹ

2 山口　楓芽 長崎南山2 吉村　和真 佐世保南2 石本　勇真 長崎北2 元尾　帆斗 長崎西2 近藤　史基 佐高専1 平松　七星 諫早商業1 二股　和也 長崎南2 山口　夢宝 長崎工業2

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾏ ﾓﾄｵ ﾊﾝﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｷ ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ ﾌﾀﾏﾀ ｶｽﾞﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

3 松尾　拓海 長崎南山2 吉村尚之助 佐世保南1 植木　　優 長崎北2 染　　拓實 長崎西1 鶴田慎太郎 佐高専1 三根　彗夢 諫早商業1 柴田　歩武 長崎南2 平山　恵一 長崎工業1

ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳﾉｽｹ ｳｴｷ ﾕｳ ｿﾒ ﾀｸﾐ ﾂﾙﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾐﾈ ｽｲﾑ ｼﾊﾞﾀ ｱﾕﾑ ﾋﾗﾔﾏ ｹｲｲﾁ

4 森山　　遼 長崎南山2 中原　脩玖 佐世保南2 行徳　勇史 長崎北2 河上　楓叶 長崎西2 上野　寛武 佐高専1 野崎　稜太 諫早商業1 勝俣　奏汰 長崎南1 高濵　爽良 長崎工業1

ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ ﾅｶﾊﾗ ｼｭｳｸ ｷﾞｮｳﾄｸ ﾀｹｼ ｶﾜｶﾐ ｶｻﾞﾄ ｳｴﾉ ﾋﾛﾑ ﾉｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ ｶﾂﾏﾀ ｶﾅﾀ ﾀｶﾊﾏ ｿﾗ

4:06.70 　標準新 4:17.57 　標準新 4:18.90 　標準新 4:20.11 　標準新 4:22.06 　標準新 4:22.11 　標準新 4:29.65 　 4:34.46 　

（第1泳者） 1:02.42 　　 1:06.77 　　 1:04.40 　　 1:09.11 　　 1:04.82 　　 1:06.19 　　 1:12.18 　　 1:08.96 　　

長崎南山は３年連続４回目の優勝 ※標準新は九州新人大会（末弘杯）標準記録突破（ただし今年度九州新人大会は中止）

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 長崎北 佐世保南 佐高専 長崎西 諫早商業 佐世保工 長崎南 大村 瓊浦 九州文化 大村工業 佐世保北 長崎工業 諫早

得点 110 77 58 45 40 40 40 32 28 26 23 20 19 17 13

順位 16 位 17 位

学校名 長崎東 長崎鶴洋

得点 11 4

男子



令和2年度 第55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 令和2年8月29日(土)

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 仲田　　葵 諫早商業2 柿原　紫乃 長崎南1 井石　瑠七 佐世保南1 鶴山　美里 長崎商業2 坂本　琴海 瓊浦1 禿　　真維 大村2 中尾麻衣子 純心女子2 小川　莉佳 長崎北1

自由形 ﾅｶﾀ ｱｵｲ ｶｷﾊﾗ ｼﾉ ｲｾｷ ﾙﾅ ﾂﾙﾔﾏ ﾐｻﾄ ｻｶﾓﾄ ｺﾄﾐ ｶﾑﾛ ﾏｲ ﾅｶｵ ﾏｲｺ ｵｶﾞﾜ ﾘｶ

0:27.38 大会新　標準新 0:28.53 　標準新 0:29.29 　標準新 0:30.44 　 0:30.71 　 0:30.73 　 0:31.41 　 0:31.96 　

100M 柿原　紫乃 長崎南1 酒井　美咲 諫早2 釜田　莉鈴 瓊浦2 鶴山　美里 長崎商業2 禿　　真維 大村2 坂本　琴海 瓊浦1 田平恵理香 長崎西1 荒武　美空 長崎北2

自由形 ｶｷﾊﾗ ｼﾉ ｻｶｲ ﾐｻｷ ｶﾏﾀﾞ ﾘｽﾞ ﾂﾙﾔﾏ ﾐｻﾄ ｶﾑﾛ ﾏｲ ｻｶﾓﾄ ｺﾄﾐ ﾀﾋﾞﾗ ｴﾘｶ ｱﾗﾀｹ ﾐｸ

1:03.11 　標準新 1:03.25 　標準新 1:03.71 　標準新 1:07.10 　 1:07.52 　 1:08.51 　 1:08.56 　 1:09.61 　

200M 下条　樹希 九州文化1 酒井　美咲 諫早2 釜田　莉鈴 瓊浦2 小島　蒼依 長崎南1 寺田ひなた 長崎北1 勝木　日葵 長崎南1 田平恵理香 長崎西1 中村美咲子 長崎北1

自由形 ｼﾓｼﾞｮｳ ｲﾂｷ ｻｶｲ ﾐｻｷ ｶﾏﾀﾞ ﾘｽﾞ ｺｼﾞﾏ ｱｵｲ ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｶﾂｷ ﾋﾏﾘ ﾀﾋﾞﾗ ｴﾘｶ ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｺ

2:16.78 　標準新 2:18.31 　標準新 2:24.08 　標準新 2:29.82 　 2:31.11 　 2:31.69 　 2:37.36 　 2:42.14 　

400M 寺田　百花 諫早商業1 伊藤　叶優 九州文化1 菖蒲　和奏 諫早2 村川　樹桜 瓊浦2 小島　蒼依 長崎南1 寺田ひなた 長崎北1 西野ひかり 長崎南2

自由形 ﾃﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ ｲﾄｳ ｶﾅｳ ｼｮｳﾌﾞ ﾜｶﾅ ﾑﾗｶﾜ ｼﾞｭﾗ ｺｼﾞﾏ ｱｵｲ ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾅﾀ ﾆｼﾉ ﾋｶﾘ

4:49.66 　標準新 4:49.73 　標準新 4:50.32 　標準新 5:02.84 　標準新 5:16.86 　標準新 5:18.45 　 5:49.26 　

800M 寺田　百花 諫早商業1 伊藤　叶優 九州文化1 村川　樹桜 瓊浦2 寺田　千夏 諫早商業2 西野ひかり 長崎南2 淵上　紫月 諫早商業1

自由形 ﾃﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ ｲﾄｳ ｶﾅｳ ﾑﾗｶﾜ ｼﾞｭﾗ ﾃﾗﾀﾞ ﾁﾅﾂ ﾆｼﾉ ﾋｶﾘ ﾌﾁｶﾞﾐ ｼﾂﾞｷ

9:52.38 　 10:02.42 　 10:31.46 　 11:16.12 　 11:51.80 　 12:31.81 　

100M 鉾屋　綾菜 九州文化2 山田　彩華 長崎北1 井上　未知 長崎東2 村川　朝咲 長崎南2 伊東　　麗 長崎商業2 松田　すず 長崎北1 本山　李夏 佐高専2 富永　美海 長崎東2

背泳ぎ ﾎｺﾔ ｱﾔﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｻｲｶ ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ ﾑﾗｶﾜ ｱｻｷ ｲﾄｳ ｳﾗﾗ ﾏﾂﾀﾞ ｽｽﾞ ﾓﾄﾔﾏ ﾓｶ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐﾐ

1:12.43 　標準新 1:12.80 　標準新 1:13.45 　標準新 1:14.82 　標準新 1:14.91 　標準新 1:15.42 　標準新 1:19.52 　 1:24.77 　

200M 山田　彩華 長崎北1 井上　未知 長崎東2 伊東　　麗 長崎商業2 村川　朝咲 長崎南2 荒武　美空 長崎北2 本山　李夏 佐高専2 松田　すず 長崎北1 淵上　紫月 諫早商業1

背泳ぎ ﾔﾏﾀﾞ ｻｲｶ ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ ｲﾄｳ ｳﾗﾗ ﾑﾗｶﾜ ｱｻｷ ｱﾗﾀｹ ﾐｸ ﾓﾄﾔﾏ ﾓｶ ﾏﾂﾀﾞ ｽｽﾞ ﾌﾁｶﾞﾐ ｼﾂﾞｷ

2:37.82 　標準新 2:40.03 　標準新 2:41.66 　標準新 2:43.59 　標準新 2:46.71 　標準新 2:50.47 　 2:53.05 　 3:15.18 　

100M 小関　　葵 青雲2 高島　朱亜 長崎北1 副島　実来 諫早商業2 野崎　友菜 長崎西1 西沢　美咲 海星2 栁澤　呼幸 長崎西2 吉田ひなた 口加2 長野　妃花 長崎南2

平泳ぎ ｺｾｷ ｱｵｲ ﾀｶｼﾏ ｼｭｳｱ ｿｴｼﾞﾏ ﾐｸ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺﾕｷ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ ﾅｶﾞﾉ ﾋﾅ

1:12.10 大会新　標準新 1:22.18 　標準新 1:25.50 　標準新 1:26.16 　標準新 1:28.11 　 1:28.27 　 1:28.89 　 1:30.20 　

200M 副島　実来 諫早商業2 高島　朱亜 長崎北1 吉田ひなた 口加2 野崎　友菜 長崎西1 西沢　美咲 海星2 栁澤　呼幸 長崎西2 長野　妃花 長崎南2 山口　凜子 諫早商業1

平泳ぎ ｿｴｼﾞﾏ ﾐｸ ﾀｶｼﾏ ｼｭｳｱ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺﾕｷ ﾅｶﾞﾉ ﾋﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝｺ

2:59.12 　標準新 3:00.52 　標準新 3:05.71 　標準新 3:07.69 　標準新 3:08.90 　標準新 3:16.52 　 3:20.87 　 3:28.06 　

100M 仲田　　葵 諫早商業2 前川　光音 佐世保北1 橋本　史彩 長崎南1 下田　珠彩 長崎北1 古川　莉乃 長崎女商1 原田　遥奈 瓊浦1

バタフライ ﾅｶﾀ ｱｵｲ ﾏｴｶﾜ ﾐｵ ﾊｼﾓﾄ ﾐｻ ｼﾓﾀﾞ ﾐｻ ﾌﾙｶﾜ ﾘﾉ ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾅ

1:03.64 大会新　標準新 1:08.43 　標準新 1:10.62 　標準新 1:16.00 　標準新 1:18.07 　 1:24.22 　

200M 前川　光音 佐世保北1 鉾屋　綾菜 九州文化2 橋本　史彩 長崎南1 下田　珠彩 長崎北1 原田　遥奈 瓊浦1

バタフライ ﾏｴｶﾜ ﾐｵ ﾎｺﾔ ｱﾔﾅ ﾊｼﾓﾄ ﾐｻ ｼﾓﾀﾞ ﾐｻ ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾅ

2:34.49 　標準新 2:41.48 　標準新 2:44.94 　標準新 2:55.26 　 3:26.01 　

200M 下条　樹希 九州文化1 小澤　侑莉 九州文化1 西山　美里 長崎西2 菖蒲　和奏 諫早2 勝木　日葵 長崎南1 寺田　千夏 諫早商業2 秋山莉里花 長崎工業1

個人メドレー ｼﾓｼﾞｮｳ ｲﾂｷ ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾘ ﾆｼﾔﾏ ﾐｻﾄ ｼｮｳﾌﾞ ﾜｶﾅ ｶﾂｷ ﾋﾏﾘ ﾃﾗﾀﾞ ﾁﾅﾂ ｱｷﾔﾏ ﾘﾘｶ

2:28.73 　標準新 2:35.04 　標準新 2:35.54 　標準新 2:45.25 　標準新 2:52.93 　標準新 2:54.56 　標準新 3:00.70 　

400M 小澤　侑莉 九州文化1 西山　美里 長崎西2 秋山莉里花 長崎工業1 山口　凜子 諫早商業1

個人メドレー ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾘ ﾆｼﾔﾏ ﾐｻﾄ ｱｷﾔﾏ ﾘﾘｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝｺ

5:27.66 　標準新 5:38.15 　標準新 6:25.51 　 8:02.30 　

400M 1 鉾屋　綾菜 九州文化2 柿原　紫乃 長崎南1 寺田　千夏 諫早商業2 高島　朱亜 長崎北1 村川　樹桜 瓊浦2 西山　美里 長崎西2 酒井　美咲 諫早2

フリーリレー ﾎｺﾔ ｱﾔﾅ ｶｷﾊﾗ ｼﾉ ﾃﾗﾀﾞ ﾁﾅﾂ ﾀｶｼﾏ ｼｭｳｱ ﾑﾗｶﾜ ｼﾞｭﾗ ﾆｼﾔﾏ ﾐｻﾄ ｻｶｲ ﾐｻｷ

2 小澤　侑莉 九州文化1 勝木　日葵 長崎南1 寺田　百花 諫早商業1 山田　彩華 長崎北1 釜田　莉鈴 瓊浦2 谷口　絢香 長崎西1 菖蒲　和奏 諫早2

ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾘ ｶﾂｷ ﾋﾏﾘ ﾃﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ ﾔﾏﾀﾞ ｻｲｶ ｶﾏﾀﾞ ﾘｽﾞ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔｶ ｼｮｳﾌﾞ ﾜｶﾅ

3 伊藤　叶優 九州文化1 橋本　史彩 長崎南1 副島　実来 諫早商業2 松田　すず 長崎北1 坂本　琴海 瓊浦1 野崎　友菜 長崎西1 黒木すみれ 諫早1

ｲﾄｳ ｶﾅｳ ﾊｼﾓﾄ ﾐｻ ｿｴｼﾞﾏ ﾐｸ ﾏﾂﾀﾞ ｽｽﾞ ｻｶﾓﾄ ｺﾄﾐ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ ｸﾛｷ ｽﾐﾚ

4 下条　樹希 九州文化1 小島　蒼依 長崎南1 仲田　　葵 諫早商業2 荒武　美空 長崎北2 原田　遥奈 瓊浦1 田平恵理香 長崎西1 早田　　楓 諫早2

ｼﾓｼﾞｮｳ ｲﾂｷ ｺｼﾞﾏ ｱｵｲ ﾅｶﾀ ｱｵｲ ｱﾗﾀｹ ﾐｸ ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾅ ﾀﾋﾞﾗ ｴﾘｶ ｿｳﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

4:21.14 　標準新 4:24.38 　標準新 4:28.26 　標準新 4:30.62 　標準新 4:35.78 　 4:40.93 　 4:49.62 　

（第1泳者） 1:06.49 　　 1:03.26 　　 1:12.98 　　 1:07.66 　　 1:05.95 　　 1:05.09 　　 1:04.38 　　

400M 1 鉾屋　綾菜 九州文化2 村川　朝咲 長崎南2 寺田　千夏 諫早商業2 松田　すず 長崎北1 田平恵理香 長崎西1 村川　樹桜 瓊浦2

メドレーリレー ﾎｺﾔ ｱﾔﾅ ﾑﾗｶﾜ ｱｻｷ ﾃﾗﾀﾞ ﾁﾅﾂ ﾏﾂﾀﾞ ｽｽﾞ ﾀﾋﾞﾗ ｴﾘｶ ﾑﾗｶﾜ ｼﾞｭﾗ

2 小澤　侑莉 九州文化1 勝木　日葵 長崎南1 副島　実来 諫早商業2 高島　朱亜 長崎北1 野崎　友菜 長崎西1 釜田　莉鈴 瓊浦2

ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾘ ｶﾂｷ ﾋﾏﾘ ｿｴｼﾞﾏ ﾐｸ ﾀｶｼﾏ ｼｭｳｱ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ ｶﾏﾀﾞ ﾘｽﾞ

3 下条　樹希 九州文化1 橋本　史彩 長崎南1 仲田　　葵 諫早商業2 下田　珠彩 長崎北1 西山　美里 長崎西2 原田　遥奈 瓊浦1

ｼﾓｼﾞｮｳ ｲﾂｷ ﾊｼﾓﾄ ﾐｻ ﾅｶﾀ ｱｵｲ ｼﾓﾀﾞ ﾐｻ ﾆｼﾔﾏ ﾐｻﾄ ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾅ

4 伊藤　叶優 九州文化1 柿原　紫乃 長崎南1 寺田　百花 諫早商業1 山田　彩華 長崎北1 谷口　絢香 長崎西1 坂本　琴海 瓊浦1

ｲﾄｳ ｶﾅｳ ｶｷﾊﾗ ｼﾉ ﾃﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ ﾔﾏﾀﾞ ｻｲｶ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔｶ ｻｶﾓﾄ ｺﾄﾐ

4:47.49 　標準新 4:53.36 　標準新 4:53.57 　標準新 5:03.68 　標準新 5:10.40 　標準新 5:18.62 　

（第1泳者） 1:13.29 　　 1:14.33 　　 1:21.91 　　 1:14.67 　　 1:19.70 　　 1:19.24 　　

九州文化学園は１２年ぶり６回目の優勝 ※標準新は九州新人大会（末弘杯）標準記録突破（ただし今年度九州新人大会は中止）

順位 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位 11 位 11 位 13 位 14 位 15 位

学校名 九州文化 長崎南 諫早商業 長崎北 瓊浦 長崎西 諫早 長崎商業 佐世保北 長崎東 長崎工業 口加 海星 青雲 大村

得点 92 90 88 78 51 47 29 20 15 14 8 8 8 8 7

順位 16 位 17 位 18 位 19 位

学校名 佐世保南 佐高専 長崎女商 純心女子

得点 6 5 4 2

女子


