
令和3年度 第56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3年9月23日(木)

※標準は九州新人大会（末弘杯）標準記録突破（ただし今年度九州新人大会は中止） 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 谷口　　諒 長崎南山2 鶴田慎太郎 佐世保高専2 瀬戸島大樹 長崎北2 山下　琉暉 佐世保工業1 金乙　瑞希 佐世保北1 岡本　啓希 佐世保工業2 吉村尚之助 佐世保南2 大森　琥太 大村1

自由形 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ ﾂﾙﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ｾﾄｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｷ ｶﾅｵﾄ ﾐｽﾞｷ ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳﾉｽｹ ｵｵﾓﾘ ｺｳﾀ

0:24.69 　標準 0:25.57 　標準 0:25.64 　標準 0:25.92 　標準 0:26.26 　標準 0:26.52 　 0:26.90 　 0:27.21 　

100M 谷口　　諒 長崎南山2 鶴田慎太郎 佐世保高専2 里　　直樹 諫早商業1 瀬戸島大樹 長崎北2 山下　琉暉 佐世保工業1 金乙　瑞希 佐世保北1 森　　達輝 大村工業1 武内　　翔 長崎北1

自由形 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ ﾂﾙﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ｻﾄ ﾅｵｷ ｾﾄｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｷ ｶﾅｵﾄ ﾐｽﾞｷ ﾓﾘ ﾀﾂｷ ﾀｹｳﾁ ｼｮｳ

0:53.68 　標準 0:55.83 　標準 0:56.02 　標準 0:56.43 　標準 0:57.47 　標準 0:57.92 　 0:58.97 　 0:59.85 　

200M 染　　拓實 長崎西2 吉永　勘壱 長崎南1 中原　快吏 佐世保工業1 里　　直樹 諫早商業1 山下　春暉 佐世保工業2 森　　天摩 大村工業1 嶋谷　波琉 長崎北1 福井　奏夢 瓊浦1

自由形 ｿﾒ ﾀｸﾐ ﾖｼﾅｶﾞ ｶﾝｲﾁ ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾘ ｻﾄ ﾅｵｷ ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｷ ﾓﾘ ﾃﾝﾏ ｼﾏﾔ ﾊﾙ ﾌｸｲ ｿｳﾑ

1:56.65 　標準 2:02.71 　標準 2:04.52 　標準 2:06.33 　 2:08.60 　 2:09.71 　 2:11.91 　 2:15.12 　

400M 染　　拓實 長崎西2 三根　彗夢 諫早商業2 吉永　勘壱 長崎南1 中原　快吏 佐世保工業1 山下　春暉 佐世保工業2 森　　天摩 大村工業1 江川　琉世 九州文化学園2 松本　潤弥 長崎南山1

自由形 ｿﾒ ﾀｸﾐ ﾐﾈ ｽｲﾑ ﾖｼﾅｶﾞ ｶﾝｲﾁ ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾘ ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｷ ﾓﾘ ﾃﾝﾏ ｴｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

4:08.77 大会新　標準 4:19.51 　標準 4:26.00 　標準 4:29.15 　標準 4:29.33 　標準 4:34.62 　標準 4:48.29 　 4:48.54 　

1500M 三根　彗夢 諫早商業2 江川　琉世 九州文化学園2 小栁　修亮 佐世保工業2 渡部　泰輝 諫早商業1 宮本　全壱 長崎北1 西山　亜周 諫早商業1 今村　幸輝 佐世保工業1

自由形 ﾐﾈ ｽｲﾑ ｴｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ ﾐﾔﾓﾄ ｾﾞﾝｲﾂ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭｳ ｲﾏﾑﾗ ｺｳｷ

18:24.27 　 18:27.08 　 19:41.34 　 20:04.39 　 21:08.05 　 21:36.69 　 23:59.18 　

100M 戸上倫太朗 佐世保南2 林田賢之丞 長崎工業2 河本　将佳 長崎鶴洋2 岡本　啓希 佐世保工業2 山本　康誠 長崎南山1 峰　　大輝 長崎北2 森　　向葵 西陵2 山崎　陽輝 瓊浦2

背泳ぎ ﾄｶﾞﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾊﾔｼﾀﾞ ｹﾝﾉｽｹ ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾖｼ ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ ﾐﾈ ﾀﾞｲｷ ﾓﾘ ｺｳｷ ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｷ

1:06.16 　 1:06.48 　 1:06.56 　 1:07.70 　 1:08.63 　 1:08.73 　 1:10.17 　 1:12.45 　

200M 戸上倫太朗 佐世保南2 林田賢之丞 長崎工業2 峰　　大輝 長崎北2 河本　将佳 長崎鶴洋2 森　　向葵 西陵2 渡邊　叶夢 長崎西1 髙野しゅんせい 長崎南1 山崎　陽輝 瓊浦2

背泳ぎ ﾄｶﾞﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾊﾔｼﾀﾞ ｹﾝﾉｽｹ ﾐﾈ ﾀﾞｲｷ ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾖｼ ﾓﾘ ｺｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾑ ﾀｶﾉ ｼｭﾝｾｲ ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｷ

2:21.61 　標準 2:25.63 　標準 2:27.07 　標準 2:28.94 　標準 2:35.66 　 2:36.86 　 2:37.40 　 2:42.88 　

100M 平松　七星 諫早商業2 保利　瞬汰 大村2 道上駿太郎 大村工業2 藤　　亮介 佐世保北2 小岩　丈二 長崎南山1 林　　新大 長崎工業2 松尾　泳飛 長崎南2 平　駿之介 長崎西2

平泳ぎ ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ ﾎﾘ ｼｭﾝﾀ ﾐﾁｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾌｼﾞ ﾘｮｳｽｹ ｺｲﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ ﾊﾔｼ ｱﾗﾀ ﾏﾂｵ ｴｲﾄ ﾀｲﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ

1:06.27 大会新　標準 1:07.37 　標準 1:11.15 　 1:12.39 　 1:12.96 　 1:14.08 　 1:14.84 　 1:17.22 　

200M 保利　瞬汰 大村2 平松　七星 諫早商業2 道上駿太郎 大村工業2 近藤　史基 佐世保高専2 小岩　丈二 長崎南山1 藤　　亮介 佐世保北2 松尾　泳飛 長崎南2 緒方　　珀 長崎南1

平泳ぎ ﾎﾘ ｼｭﾝﾀ ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ ﾐﾁｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｷ ｺｲﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ ﾌｼﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾏﾂｵ ｴｲﾄ ｵｶﾞﾀ ﾊｸ

2:26.90 　標準 2:27.45 　標準 2:33.27 　標準 2:36.98 　標準 2:42.36 　 2:44.81 　 2:46.07 　 2:54.94 　

100M 岩﨑　基晴 九州文化学園1 関　　銀士 佐世保南1 木下　善人 長崎北2 金子　大希 佐世保北1 嶋谷　波琉 長崎北1 平山　恵一 長崎工業2 吉村尚之助 佐世保南2 宅島　達也 諫早商業2

バタフライ ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾊﾙ ｾｷ ｷﾞﾝｼﾞ ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ ｼﾏﾔ ﾊﾙ ﾋﾗﾔﾏ ｹｲｲﾁ ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳﾉｽｹ ﾀｸｼﾏ ﾀﾂﾔ

0:56.97 大会新　標準 1:01.54 　標準 1:02.06 　標準 1:02.85 　 1:03.02 　 1:03.21 　 1:04.05 　 1:14.19 　

200M 岩﨑　基晴 九州文化学園1 関　　銀士 佐世保南1 木下　善人 長崎北2 平山　恵一 長崎工業2 石丸　凜弥 諫早商業1

バタフライ ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾊﾙ ｾｷ ｷﾞﾝｼﾞ ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ ﾋﾗﾔﾏ ｹｲｲﾁ ｲｼﾏﾙ ﾘﾝﾔ

2:10.52 　標準 2:13.59 　標準 2:27.00 　標準 2:32.26 　標準 2:33.38 　

200M 濵崎颯一郎 長崎北1 近藤　史基 佐世保高専2 平川　陸人 長崎工業1 渡邊　叶夢 長崎西1 渡部　泰輝 諫早商業1 中村　勝真 佐世保工業2 池田　優藍 大村1 矢島　　成 長崎北1

個人メドレー ﾊﾏｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｷ ﾋﾗｶﾜ ﾘｸﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾏ ｲｹﾀﾞ ﾕﾗ ﾔｼﾞﾏ ﾅﾙ

2:12.97 　標準 2:20.63 　標準 2:23.53 　標準 2:34.15 　 2:42.65 　 2:43.10 　 2:52.39 　 2:58.81 　

400M 濵崎颯一郎 長崎北1 平川　陸人 長崎工業1 石丸　凜弥 諫早商業1 中村　勝真 佐世保工業2 永江健太郎 佐世保高専2 里　友優哉 諫早商業2

個人メドレー ﾊﾏｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾋﾗｶﾜ ﾘｸﾄ ｲｼﾏﾙ ﾘﾝﾔ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾏ ﾅｶﾞｴ ｹﾝﾀﾛｳ ｻﾄ ﾄｳﾔ

4:43.41 　標準 5:02.23 　標準 5:39.77 　 6:00.44 　 6:08.31 　 6:18.22 　

諫早商業は８年ぶり３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 15 位

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

得点 67 60 50 38 34 30 29 25 25 20 20 20 18 11 6

順位 16 位

学校名 瓊浦

得点 3

男子

※同点の８位と９位は、長崎西１位２名・２位０名・３位０名・４位１名、九州文化学園１位２名・２位０名・３位０名・４位０名の差による

※同店の１０位と１１位と１２位は、長崎南１位０名・２位１名、大村工業１位０名・２位０名・３位２名、佐世保北１位０名・２位０名・３位０名の差による



令和3年度 第56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3年9月23日(木)

※標準は九州新人大会（末弘杯）標準記録突破（ただし今年度九州新人大会は中止） 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 柿原　紫乃 長崎南2 榎並　　蘭 九州文化学園1 井石　瑠七 佐世保南2 田平恵理香 長崎西2 篠原　凪瑳 長崎西1 小川　莉佳 長崎北2 坂本　琴海 瓊浦2 大原　千依 長崎南2

自由形 ｶｷﾊﾗ ｼﾉ ｴﾅﾐ ﾗﾝ ｲｾｷ ﾙﾅ ﾀﾋﾞﾗ ｴﾘｶ ｼﾉﾊﾗ ﾅｷﾞｻ ｵｶﾞﾜ ﾘｶ ｻｶﾓﾄ ｺﾄﾐ ｵｵﾊﾗ ﾁｲ

0:27.21 大会新　標準 0:27.72 　標準 0:28.96 　標準 0:29.60 　標準 0:29.90 　標準 0:30.86 　 0:31.03 　 0:31.24 　

100M 柿原　紫乃 長崎南2 榎並　　蘭 九州文化学園1 井石　瑠七 佐世保南2 勝木　日葵 長崎南2 大橋　奈央 佐世保北1 川尾　結衣 長崎西1 田平恵理香 長崎西2 坂本　琴海 瓊浦2

自由形 ｶｷﾊﾗ ｼﾉ ｴﾅﾐ ﾗﾝ ｲｾｷ ﾙﾅ ｶﾂｷ ﾋﾏﾘ ｵｵﾊｼ ﾅｵ ｶﾜｵ ﾕｲ ﾀﾋﾞﾗ ｴﾘｶ ｻｶﾓﾄ ｺﾄﾐ

1:00.05 　標準 1:01.32 　標準 1:03.54 　標準 1:04.83 　標準 1:05.37 　標準 1:06.68 　 1:07.19 　 1:09.07 　

200M 才木　仁湖 長崎商業1 小串　優佳 九州文化学園1 伊藤　叶優 九州文化学園2 大橋　奈央 佐世保北1 下田菜々美 清峰2 勝木　日葵 長崎南2 小島　蒼依 長崎南2 寺田ひなた 長崎北2

自由形 ｻｲｷ ﾆｺ ｺｸﾞｼ ﾕｳｶ ｲﾄｳ ｶﾅｳ ｵｵﾊｼ ﾅｵ ｼﾓﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｶﾂｷ ﾋﾏﾘ ｺｼﾞﾏ ｱｵｲ ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾅﾀ

2:11.92 　標準 2:13.69 　標準 2:17.21 　標準 2:21.73 　標準 2:23.26 　標準 2:27.92 　 2:28.57 　 2:29.40 　

400M 小串　優佳 九州文化学園1 寺田　百花 諫早商業2 伊藤　叶優 九州文化学園2 寺田ひなた 長崎北2 小島　蒼依 長崎南2 中村美咲子 長崎北2 山口　凜子 諫早商業2

自由形 ｺｸﾞｼ ﾕｳｶ ﾃﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ ｲﾄｳ ｶﾅｳ ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｺｼﾞﾏ ｱｵｲ ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｺ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝｺ

4:36.06 　標準 4:48.46 　標準 4:48.81 　標準 5:07.24 　標準 5:16.65 　標準 5:27.77 　 6:57.63 　

800M 寺田　百花 諫早商業2 淵上　紫月 諫早商業2 原田　遥奈 瓊浦2

自由形 ﾃﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ ﾌﾁｶﾞﾐ ｼﾂﾞｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾅ

9:57.71 　 12:24.32 　 12:48.66 　

100M 山田　彩華 長崎北2 真野　蒼子 西陵1 古賀佑生奈 長崎北1 松田　すず 長崎北2 河内　　菫 長崎西1 井口　未貴 長崎商業2 武市　華奈 諫早農業1

背泳ぎ ﾔﾏﾀﾞ ｻｲｶ ﾏﾉ ｱｵｲ ｺｶﾞ ﾕｷﾅ ﾏﾂﾀﾞ ｽｽﾞ ｶﾜｳﾁ ｽﾐﾚ ｲﾉｸﾁ ﾐｷ ﾀｹｲﾁ ﾊﾅ

1:10.66 　標準 1:12.00 　標準 1:12.02 　標準 1:12.93 　標準 1:13.16 　標準 1:19.54 　 1:23.33 　

200M 山田　彩華 長崎北2 真野　蒼子 西陵1 古賀佑生奈 長崎北1 河内　　菫 長崎西1 松田　すず 長崎北2 武市　華奈 諫早農業1

背泳ぎ ﾔﾏﾀﾞ ｻｲｶ ﾏﾉ ｱｵｲ ｺｶﾞ ﾕｷﾅ ｶﾜｳﾁ ｽﾐﾚ ﾏﾂﾀﾞ ｽｽﾞ ﾀｹｲﾁ ﾊﾅ

2:33.50 　標準 2:35.67 　標準 2:37.60 　標準 2:38.37 　標準 2:46.10 　標準 3:03.42 　

100M 佐田さくら 諫早商業1 高島　朱亜 長崎北2 野崎　友菜 長崎西2 坂西　　礼 九州文化学園1 榎　萌々花 諫早商業1 坪田　彩乃 長崎西1 大平穂乃花 長崎西1

平泳ぎ ｻﾀ ｻｸﾗ ﾀｶｼﾏ ｼｭｳｱ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ ｻｶﾆｼ ｱﾔ ｴﾉｷ ﾓﾓｶ ﾂﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ ｵｵﾋﾗ ﾎﾉｶ

1:15.90 　標準 1:22.10 　標準 1:22.60 　標準 1:24.35 　標準 1:28.67 　 1:46.81 　 2:01.83 　

200M 佐田さくら 諫早商業1 野崎　友菜 長崎西2 高島　朱亜 長崎北2 坂西　　礼 九州文化学園1 榎　萌々花 諫早商業1 上戸れんげ 長崎南1 山口　凜子 諫早商業2

平泳ぎ ｻﾀ ｻｸﾗ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ ﾀｶｼﾏ ｼｭｳｱ ｻｶﾆｼ ｱﾔ ｴﾉｷ ﾓﾓｶ ｶﾐﾄ ﾚﾝｹﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝｺ

2:48.09 　標準 2:53.90 　標準 2:59.28 　標準 3:05.53 　標準 3:10.93 　標準 3:25.56 　 3:28.60 　

100M 才木　仁湖 長崎商業1 前川　光音 佐世保北2 橋本　史彩 長崎南2 下田　珠彩 長崎北2 古川　莉乃 長崎女子商業2 小川　莉佳 長崎北2 寺坂　　幸 西陵1

バタフライ ｻｲｷ ﾆｺ ﾏｴｶﾜ ﾐｵ ﾊｼﾓﾄ ﾐｻ ｼﾓﾀﾞ ﾐｻ ﾌﾙｶﾜ ﾘﾉ ｵｶﾞﾜ ﾘｶ ﾃﾗｻｶ ｺｳ

1:04.55 　標準 1:07.51 　標準 1:10.14 　標準 1:12.62 　標準 1:17.45 　標準 1:20.25 　 1:22.74 　

200M 前川　光音 佐世保北2 下田　珠彩 長崎北2 橋本　史彩 長崎南2

バタフライ ﾏｴｶﾜ ﾐｵ ｼﾓﾀﾞ ﾐｻ ﾊｼﾓﾄ ﾐｻ

2:37.66 　標準 2:45.15 　標準 2:48.28 　標準

200M 下条　樹希 九州文化学園2 小澤　侑莉 九州文化学園2 下田菜々美 清峰2 中道　愛心 瓊浦1 山口　琉花 西陵2 山本　うた 長崎南1 川尾　結衣 長崎西1 南里　美玖 長崎北2

個人メドレー ｼﾓｼﾞｮｳ ｲﾂｷ ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾘ ｼﾓﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾐﾁ ﾏﾅﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｶ ﾔﾏﾓﾄ ｳﾀ ｶﾜｵ ﾕｲ ﾅﾝﾘ ﾐｸ

2:32.29 　標準 2:34.95 　標準 2:40.89 　標準 2:47.73 　標準 2:51.79 　標準 2:53.39 　標準 2:58.54 　 3:02.18 　

400M 小澤　侑莉 九州文化学園2 中道　愛心 瓊浦1 山口　琉花 西陵2 山本　うた 長崎南1 寺坂　　幸 西陵1

個人メドレー ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾘ ﾅｶﾐﾁ ﾏﾅﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｶ ﾔﾏﾓﾄ ｳﾀ ﾃﾗｻｶ ｺｳ

5:26.81 　標準 5:55.79 　標準 6:04.17 　標準 6:29.33 　 6:45.24 　

長崎北は初優勝

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

学校名 長崎北 九州文化学園 長崎南 諫早商業 長崎西 西陵 佐世保北 瓊浦 長崎商業 佐世保南 清峰 諫早農業 長崎女子商業

得点 78 74 54 50 43 30 24 21 19 12 10 5 4

女子



令和3年度 第56回 長崎県高等学校新人体育大会 水泳競技
【　新記録一覧　】

大会 選手

県高 ﾌﾘｶﾞﾅ

県 所属

1 大会新 柿原　紫乃

1 ｶｷﾊﾗ ｼﾉ

1 長崎南2

2 大会新 染　　拓實

2 ｿﾒ ﾀｸﾐ

2 長崎西2

3 大会新 平松　七星

3 ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ

3 諫早商業2

4 大会新 岩﨑　基晴

4 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾊﾙ

4 九州文化学園1

男子400M自由形 ﾀｲﾑ決勝 4:08.77 

種目 予決 記録

女子50M自由形 ﾀｲﾑ決勝 0:27.21 

男子100M平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝 1:06.27 

男子100Mバタフライ ﾀｲﾑ決勝 0:56.97 
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