
男子 令和4年度 第57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４年８月２７日(土)

※標準は九州新人大会（末弘杯）標準記録突破 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 大久保一心 長崎南山1 里　　直樹 諫早商業2 金乙　瑞希 佐世保北2 山下　琉暉 佐世保工業2 吉村　健祐 佐世保工業1 川野　大希 諫早商業1 木下　瑠偉 長崎南2 木村　駿介 海星1

自由形 ｵｵｸﾎﾞ ｲｯｼﾝ ｻﾄ ﾅｵｷ ｶﾅｵﾄ ﾐｽﾞｷ ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｷ ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｽｹ ｶﾜﾉ ﾀｲｷ ｷﾉｼﾀ ﾙｲ ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

0:26.04 　標準 0:26.24 　標準 0:26.24 　標準 0:26.58 　 0:26.78 　 0:27.25 　 0:27.30 　 0:27.32 　

100m 原田　悠生 佐世保北1 山下　琉暉 佐世保工業2 吉永　勘壱 長崎南2 吉村　健祐 佐世保工業1 金乙　瑞希 佐世保北2 里　　直樹 諫早商業2 池山　隆生 長崎南2 俣野　凌空 瓊浦1

自由形 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｷ ﾖｼﾅｶﾞ ｶﾝｲﾁ ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｽｹ ｶﾅｵﾄ ﾐｽﾞｷ ｻﾄ ﾅｵｷ ｲｹﾔﾏ ﾘｭｳ ﾏﾀﾉ ﾘｸ

0:57.26 　標準 0:57.46 　標準 0:57.82 　 0:58.07 　 0:58.81 　 0:59.01 　 0:59.37 　 1:00.46 　

200m 吉永　勘壱 長崎南2 中原　快吏 佐世保工業2 原田　悠生 佐世保北1 森　　達輝 大村工業2 木山　息吹 九州文化学園1 池山　隆生 長崎南2 武内　　翔 長崎北2 竹野　翔太 長崎北1

自由形 ﾖｼﾅｶﾞ ｶﾝｲﾁ ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾘ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ ﾓﾘ ﾀﾂｷ ｷﾔﾏ ｲﾌﾞｷ ｲｹﾔﾏ ﾘｭｳ ﾀｹｳﾁ ｼｮｳ ﾀｹﾉ ｼｮｳﾀ

2:04.39 　標準 2:05.13 　標準 2:05.22 　標準 2:06.56 　 2:11.63 　 2:11.91 　 2:11.98 　 2:13.52 　

400m 中原　快吏 佐世保工業2 森　　達輝 大村工業2 森　　天摩 大村工業2 木山　息吹 九州文化学園1 清　　智也 九州文化学園1 西田　光汰 長崎南山2 吉岡　郁斗 長崎西1 池田　優斗 佐世保北1

自由形 ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾘ ﾓﾘ ﾀﾂｷ ﾓﾘ ﾃﾝﾏ ｷﾔﾏ ｲﾌﾞｷ ｽｶﾞ ﾄﾓﾔ ﾆｼﾀﾞ ｺｳﾀ ﾖｼｵｶ ｲｸﾄ ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ

4:28.03 　標準 4:31.28 　標準 4:31.33 　標準 4:37.03 　 4:39.83 　 4:57.57 　 5:08.24 　 5:16.30 　

1500m 西山　亜周 諫早商業2 佐藤裕次郎 長崎南1 石田　泰雅 諫早商業2 戸村　　響 長崎南山1 中田　龍季 佐世保工業1

自由形 ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭｳ ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ ｲｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾄﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ ﾅｶﾀ ﾘｭｳｷ

20:40.61 　 21:24.60 　 21:26.11 　 22:40.96 　 24:42.18 　

100m 一瀬　稜太 長崎南山1 田中　稜晟 長崎南1 原田　幸弥 佐世保工業1 山本　康誠 長崎南山2 髙野しゅんせい 長崎南2 今泉　開道 瓊浦2 岩田　隼飛 諫早商業1 上野　心瑠 長崎西1

背泳ぎ ｲﾁｾ ﾘｮｳﾀ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｾｲ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ ﾀｶﾉ ｼｭﾝｾｲ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶｲﾄﾞｳ ｲﾜﾀ ﾊﾔﾄ ｳｴﾉ ｼﾘｭｳ

1:03.14 　標準 1:07.77 　 1:08.37 　 1:10.22 　 1:12.54 　 1:15.16 　 1:15.61 　 1:17.51 　

200m 一瀬　稜太 長崎南山1 田中　稜晟 長崎南1 原田　幸弥 佐世保工業1 平山　温大 諫早1 山本　康誠 長崎南山2 髙野しゅんせい 長崎南2 今泉　開道 瓊浦2 西山　亜周 諫早商業2

背泳ぎ ｲﾁｾ ﾘｮｳﾀ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｾｲ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾔ ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ ﾀｶﾉ ｼｭﾝｾｲ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶｲﾄﾞｳ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭｳ

2:17.61 　標準 2:28.88 　標準 2:31.62 　 2:31.75 　 2:35.14 　 2:35.96 　 2:44.01 　 2:55.68 　

100m 金丸晟之介 佐世保工業1 松本　潤弥 長崎南山2 東川　航大 西陵1 小岩　丈二 長崎南山2 代田　健翔 長崎西1 谷口　　瑛 長崎南山1 谷口　隆弥 瓊浦1 宮地　希翔 佐世保南2

平泳ぎ ｶﾅﾏﾙ ｾｲﾉｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ ﾋｶﾞｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ ｺｲﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ ｼﾛﾀ ｹﾝﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾗ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ ﾐﾔﾁ ﾕｳﾄ

1:11.87 　 1:14.36 　 1:14.45 　 1:14.66 　 1:15.26 　 1:15.39 　 1:16.71 　 1:18.04 　

200m 金丸晟之介 佐世保工業1 松本　潤弥 長崎南山2 代田　健翔 長崎西1 東川　航大 西陵1 谷口　　瑛 長崎南山1 谷口　隆弥 瓊浦1 小岩　丈二 長崎南山2 緒方　　珀 長崎南2

平泳ぎ ｶﾅﾏﾙ ｾｲﾉｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ ｼﾛﾀ ｹﾝﾄ ﾋｶﾞｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾗ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ ｺｲﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ ｵｶﾞﾀ ﾊｸ

2:37.95 　標準 2:40.32 　標準 2:41.43 　 2:41.68 　 2:42.45 　 2:42.91 　 2:45.58 　 2:47.44 　

100m 岩﨑　基晴 九州文化学園2 大久保一心 長崎南山1 金子　大希 佐世保北2 江頭　陽太 長崎南山1 関　　銀士 佐世保南2 嶋谷　波琉 長崎北2 小関　泰誠 青雲1 川野　大希 諫早商業1

バタフライ ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾊﾙ ｵｵｸﾎﾞ ｲｯｼﾝ ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ ｴｶﾞｼﾗ ﾋﾅﾀ ｾｷ ｷﾞﾝｼﾞ ｼﾏﾔ ﾊﾙ ｺｾｷ ﾀｲｾｲ ｶﾜﾉ ﾀｲｷ

0:59.19 　標準 1:01.67 　標準 1:02.39 　 1:03.21 　 1:03.26 　 1:03.58 　 1:05.40 　 1:06.55 　

200m 関　　銀士 佐世保南2 田口　尋斗 長崎北1 江頭　陽太 長崎南山1 小関　泰誠 青雲1 鳥越　勇澄 瓊浦1 緒方　智大 諫早商業1

バタフライ ｾｷ ｷﾞﾝｼﾞ ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｴｶﾞｼﾗ ﾋﾅﾀ ｺｾｷ ﾀｲｾｲ ﾄﾘｺﾞｴ ﾊﾔﾄ ｵｶﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ

2:18.73 　標準 2:25.13 　標準 2:25.34 　標準 2:30.27 　標準 2:34.74 　 3:16.84 　

200m 濵崎颯一郎 長崎北2 野上　海斗 瓊浦1 平川　陸人 長崎工業2 石丸　凜弥 諫早商業2 平山　温大 諫早1 石瀧　司龍 佐世保南2 田中　　惺 長崎西1 江﨑　佑己 長崎西1

個人メドレー ﾊﾏｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾉｶﾞﾐ ｶｲﾄ ﾋﾗｶﾜ ﾘｸﾄ ｲｼﾏﾙ ﾘﾝﾔ ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾄ ｲｼﾀｷ ｼﾘｭｳ ﾀﾅｶ ｾｲ ｴｻﾞｷ ﾕｳｷ

2:20.44 　標準 2:21.92 　標準 2:23.50 　標準 2:28.69 　 2:28.71 　 2:34.80 　 2:38.34 　 2:38.53 　

400m 濵崎颯一郎 長崎北2 平川　陸人 長崎工業2 森　　天摩 大村工業2 野上　海斗 瓊浦1 田口　尋斗 長崎北1 小川　滉貴 諫早商業1 田中　　惺 長崎西1 志方　俊介 佐世保工業2

個人メドレー ﾊﾏｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾋﾗｶﾜ ﾘｸﾄ ﾓﾘ ﾃﾝﾏ ﾉｶﾞﾐ ｶｲﾄ ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ ﾀﾅｶ ｾｲ ｼｶﾀ ｼｭﾝｽｹ

4:58.18 　標準 5:00.18 　標準 5:04.15 　標準 5:09.63 　標準 5:09.98 　 5:48.80 　 5:52.90 　 6:15.81 　

4×100m 1 中原　快吏 佐世保工業2 木下　瑠偉 長崎南2 金乙　瑞希 佐世保北2 岩﨑　基晴 九州文化学園2 大久保一心 長崎南山1 石田　泰雅 諫早商業2 濵崎颯一郎 長崎北2 俣野　凌空 瓊浦1

フリーリレー ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾘ ｷﾉｼﾀ ﾙｲ ｶﾅｵﾄ ﾐｽﾞｷ ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾊﾙ ｵｵｸﾎﾞ ｲｯｼﾝ ｲｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾊﾏｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾏﾀﾉ ﾘｸ

2 金丸晟之介 佐世保工業1 田中　稜晟 長崎南1 金子　大希 佐世保北2 清　　智也 九州文化学園1 一瀬　稜太 長崎南山1 里　　直樹 諫早商業2 森　　大樹 長崎北2 野上　海斗 瓊浦1

ｶﾅﾏﾙ ｾｲﾉｽｹ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｾｲ ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ ｽｶﾞ ﾄﾓﾔ ｲﾁｾ ﾘｮｳﾀ ｻﾄ ﾅｵｷ ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ ﾉｶﾞﾐ ｶｲﾄ

3 吉村　健祐 佐世保工業1 池山　隆生 長崎南2 池田　優斗 佐世保北1 福田　寛也 九州文化学園1 谷口　　瑛 長崎南山1 岩田　隼飛 諫早商業1 大内田伸介 長崎北1 田平　爽馬 瓊浦1

ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｽｹ ｲｹﾔﾏ ﾘｭｳ ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾅﾘ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾗ ｲﾜﾀ ﾊﾔﾄ ｵｵｳﾁﾀﾞ ｼﾝｽｹ ﾀﾋﾞﾗ ｿｳﾏ

4 山下　琉暉 佐世保工業2 吉永　勘壱 長崎南2 原田　悠生 佐世保北1 木山　息吹 九州文化学園1 江頭　陽太 長崎南山1 川野　大希 諫早商業1 嶋谷　波琉 長崎北2 福井　奏夢 瓊浦2

ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｷ ﾖｼﾅｶﾞ ｶﾝｲﾁ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ ｷﾔﾏ ｲﾌﾞｷ ｴｶﾞｼﾗ ﾋﾅﾀ ｶﾜﾉ ﾀｲｷ ｼﾏﾔ ﾊﾙ ﾌｸｲ ｿｳﾑ

3:50.67 　標準 3:55.45 　標準 3:57.41 　標準 3:57.93 　標準 3:58.48 　標準 3:59.52 　 4:01.08 　 4:01.24 　

（第1泳者） 0:57.55 　　 0:59.43 　　 0:58.64 　　 0:54.93 　　 0:58.25 　　 1:01.53 　　 0:56.99 　　 0:59.92 　　

4×100m 1 一瀬　稜太 長崎南山1 原田　幸弥 佐世保工業1 武内　　翔 長崎北2 田中　稜晟 長崎南1 渡邊　叶夢 長崎西2 金乙　瑞希 佐世保北2 岩田　隼飛 諫早商業1 今泉　開道 瓊浦2

メドレーリレー ｲﾁｾ ﾘｮｳﾀ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾔ ﾀｹｳﾁ ｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾑ ｶﾅｵﾄ ﾐｽﾞｷ ｲﾜﾀ ﾊﾔﾄ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶｲﾄﾞｳ

2 松本　潤弥 長崎南山2 金丸晟之介 佐世保工業1 濵崎颯一郎 長崎北2 緒方　　珀 長崎南2 代田　健翔 長崎西1 原田　悠生 佐世保北1 石丸　凜弥 諫早商業2 谷口　隆弥 瓊浦1

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ ｶﾅﾏﾙ ｾｲﾉｽｹ ﾊﾏｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ ｵｶﾞﾀ ﾊｸ ｼﾛﾀ ｹﾝﾄ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ ｲｼﾏﾙ ﾘﾝﾔ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ

3 谷口　凛晟 長崎南山1 山下　琉暉 佐世保工業2 嶋谷　波琉 長崎北2 池山　隆生 長崎南2 二股　知也 長崎西1 金子　大希 佐世保北2 川野　大希 諫早商業1 福井　奏夢 瓊浦2

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝｾｲ ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｷ ｼﾏﾔ ﾊﾙ ｲｹﾔﾏ ﾘｭｳ ﾌﾀﾏﾀ ﾄﾓﾔ ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ ｶﾜﾉ ﾀｲｷ ﾌｸｲ ｿｳﾑ

4 小岩　丈二 長崎南山2 中原　快吏 佐世保工業2 竹野　翔太 長崎北1 吉永　勘壱 長崎南2 江﨑　佑己 長崎西1 池田　優斗 佐世保北1 里　　直樹 諫早商業2 俣野　凌空 瓊浦1

ｺｲﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾘ ﾀｹﾉ ｼｮｳﾀ ﾖｼﾅｶﾞ ｶﾝｲﾁ ｴｻﾞｷ ﾕｳｷ ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ ｻﾄ ﾅｵｷ ﾏﾀﾉ ﾘｸ

4:18.66 　標準 4:21.55 　標準 4:23.57 　標準 4:27.40 　標準 4:28.31 　標準 4:33.06 　 4:35.29 　 4:37.46 　

（第1泳者） 1:02.78 　　 1:09.60 　　 1:10.60 　　 1:07.39 　　 1:11.27 　　 1:08.35 　　 1:14.46 　　 1:15.15 　　

※ 長崎南山は2年ぶり5回目の優勝 ※ 九州文化学園と瓊浦の順位は、リレー種目の点数、九州文化学園１０点、瓊浦４点により決定した

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 長崎南 諫早商業 佐世保北 長崎北 九州文化学園 瓊浦 長崎西 大村工業 佐世保南 長崎工業 西陵 諫早 青雲

得点 111 99 74 51.5 49.5 49 31 31 26 24 16 13 11 9 7

順位 16 位

学校名 海星

得点 1



女子 令和4年度 第57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４年８月２７日(土)

※標準は九州新人大会（末弘杯）標準記録突破 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 榎並　　蘭 九州文化学園2 宮野さくら 瓊浦1 坂西　　礼 九州文化学園2 三嶋　　芽 長崎西1 篠原　凪瑳 長崎西2 川尾　結衣 長崎西2 江頭　捺希 向陽1 原﨑　琴羽 九州文化学園2

自由形 ｴﾅﾐ ﾗﾝ ﾐﾔﾉ ｻｸﾗ ｻｶﾆｼ ｱﾔ ﾐｼﾏ ﾒｲ ｼﾉﾊﾗ ﾅｷﾞｻ ｶﾜｵ ﾕｲ ｴｶﾞｼﾗ ﾅﾂｷ ﾊﾗｻｷ ｺﾄﾊ

0:27.84 　標準 0:28.52 　標準 0:29.64 　標準 0:29.73 　標準 0:29.78 　標準 0:30.06 　標準 0:30.32 　標準 0:30.66 　

100m 榎並　　蘭 九州文化学園2 宮野さくら 瓊浦1 江口　純歩 諫早商業1 川尾　結衣 長崎西2 大橋　奈央 佐世保北2 江頭　捺希 向陽1 松本　紗知 佐世保北1 前田さつき 長崎西1

自由形 ｴﾅﾐ ﾗﾝ ﾐﾔﾉ ｻｸﾗ ｴｸﾞﾁ ｽﾐﾎ ｶﾜｵ ﾕｲ ｵｵﾊｼ ﾅｵ ｴｶﾞｼﾗ ﾅﾂｷ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁ ﾏｴﾀﾞ ｻﾂｷ

1:01.85 　標準 1:03.59 　標準 1:03.75 　標準 1:05.80 　標準 1:06.39 　 1:06.94 　 1:07.43 　 1:10.35 　

200m 小串　優佳 九州文化学園2 才木　仁湖 長崎商業2 大橋　奈央 佐世保北2 松本　紗知 佐世保北1 三嶋　　芽 長崎西1 前田さつき 長崎西1 小森　美羽 長崎玉成1 月川　帆夏 長崎南1

自由形 ｺｸﾞｼ ﾕｳｶ ｻｲｷ ﾆｺ ｵｵﾊｼ ﾅｵ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁ ﾐｼﾏ ﾒｲ ﾏｴﾀﾞ ｻﾂｷ ｺﾓﾘ ﾐｳ ﾂｷｶﾞﾜ ﾎﾉｶ

2:09.96 　標準 2:10.18 　標準 2:25.91 　 2:31.85 　 2:32.13 　 2:38.23 　 2:39.30 　 2:39.67 　

400m 小串　優佳 九州文化学園2 竹市　綾乃 佐世保高専1 太田尾美璃 瓊浦1 竹市　希羽 長崎南1 中井　優里 諫早商業1 白濵　樹絆 瓊浦1

自由形 ｺｸﾞｼ ﾕｳｶ ﾀｹｲﾁ ｱﾔﾉ ｵｵﾀｵ ﾐﾘ ﾀｹｲﾁ ｷﾜ ﾅｶｲ ﾕﾘ ｼﾗﾊﾏ ｼﾞｭﾅ

4:29.46 　標準 4:59.23 　標準 5:25.44 　 5:30.86 　 5:39.53 　 5:44.67 　

800m 竹市　綾乃 佐世保高専1 太田尾美璃 瓊浦1 竹市　希羽 長崎南1 中井　優里 諫早商業1 白濵　樹絆 瓊浦1 尾崎　陽菜 諫早商業1

自由形 ﾀｹｲﾁ ｱﾔﾉ ｵｵﾀｵ ﾐﾘ ﾀｹｲﾁ ｷﾜ ﾅｶｲ ﾕﾘ ｼﾗﾊﾏ ｼﾞｭﾅ ｵｻﾞｷ ﾋﾅ

10:14.41 　 11:09.80 　 11:31.64 　 11:46.82 　 11:57.26 　 12:38.71 　

100m 上野　日優 長崎西1 古賀佑生奈 長崎北2 山田　琉雅 諫早商業1 真野　蒼子 西陵2 糸山　実優 瓊浦1 岩橋　明生 佐世保工業2 吉田形優花 長崎南1

背泳ぎ ｳｴﾉ ﾋﾕｳ ｺｶﾞ ﾕｷﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲｶ ﾏﾉ ｱｵｲ ｲﾄﾔﾏ ﾐｳ ｲﾜﾊｼ ｱｷ ﾖｼﾀﾞｶﾞﾀ ﾕｳｶ

1:08.45 　標準 1:10.26 　標準 1:15.01 　標準 1:16.43 　 1:20.43 　 1:21.39 　 1:22.62 　

200m 上野　日優 長崎西1 古賀佑生奈 長崎北2 真野　蒼子 西陵2 山田　琉雅 諫早商業1 檀野ななみ 島原2 糸山　実優 瓊浦1 吉田形優花 長崎南1

背泳ぎ ｳｴﾉ ﾋﾕｳ ｺｶﾞ ﾕｷﾅ ﾏﾉ ｱｵｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲｶ ﾀﾞﾝﾉ ﾅﾅﾐ ｲﾄﾔﾏ ﾐｳ ﾖｼﾀﾞｶﾞﾀ ﾕｳｶ

2:31.55 　標準 2:34.08 　標準 2:38.77 　標準 2:39.63 　標準 2:50.51 　 2:51.42 　 2:58.76 　

100m 佐田さくら 諫早商業2 坂西　　礼 九州文化学園2 釜田　柚鈴 瓊浦1 濵崎　怜奈 長崎南1 上戸れんげ 長崎南2 岩元　結子 長崎西1 入江　真由 長崎西1 郡　　紗花 佐世保高専2

平泳ぎ ｻﾀ ｻｸﾗ ｻｶﾆｼ ｱﾔ ｶﾏﾀﾞ ﾕｽﾞ ﾊﾏｻｷ ﾚﾅ ｶﾐﾄ ﾚﾝｹﾞ ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｺ ｲﾘｴ ﾏﾕ ｺｵﾘ ｻﾔｶ

1:18.97 　標準 1:23.55 　標準 1:27.48 　 1:27.58 　 1:33.66 　 1:33.73 　 1:42.03 　 1:52.31 　

200m 佐田さくら 諫早商業2 釜田　柚鈴 瓊浦1 濵崎　怜奈 長崎南1 上戸れんげ 長崎南2 山本　花依 諫早1 岩元　結子 長崎西1 入江　真由 長崎西1

平泳ぎ ｻﾀ ｻｸﾗ ｶﾏﾀﾞ ﾕｽﾞ ﾊﾏｻｷ ﾚﾅ ｶﾐﾄ ﾚﾝｹﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅｴ ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｺ ｲﾘｴ ﾏﾕ

2:50.79 　標準 3:10.63 　標準 3:10.97 　標準 3:24.10 　 3:24.26 　 3:27.57 　 3:42.31 　

100m 才木　仁湖 長崎商業2 岩﨑　瑞姫 九州文化学園1 河内　　菫 長崎西2 松木　海音 瓊浦1 赤塚　晟子 長崎南1 行德ゆきな 長崎北1 南里　優佳 長崎西1

バタフライ ｻｲｷ ﾆｺ ｲﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ ｶﾜｳﾁ ｽﾐﾚ ﾏﾂｷ ﾐﾅﾄ ｱｶﾂｶ ﾋﾅｺ ｷﾞｮｳﾄｸ ﾕｷﾅ ﾅﾝﾘ ﾕｶ

1:04.61 　標準 1:09.20 　標準 1:12.26 　標準 1:15.31 　標準 1:22.22 　 1:22.70 　 1:28.75 　

200m 岩﨑　瑞姫 九州文化学園1 河内　　菫 長崎西2 赤塚　晟子 長崎南1 南里　優佳 長崎西1

バタフライ ｲﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ ｶﾜｳﾁ ｽﾐﾚ ｱｶﾂｶ ﾋﾅｺ ﾅﾝﾘ ﾕｶ

2:30.13 　標準 2:41.66 　標準 3:00.11 　 3:23.83 　

200m 江口　純歩 諫早商業1 山口　美雨 長崎北1 檀野ななみ 島原2 山本　うた 長崎南2 山本　花依 諫早1 長岡　寧音 諫早商業1

個人メドレー ｴｸﾞﾁ ｽﾐﾎ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｳ ﾀﾞﾝﾉ ﾅﾅﾐ ﾔﾏﾓﾄ ｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅｴ ﾅｶﾞｵｶ ﾈﾈ

2:35.34 　標準 2:46.02 　標準 2:47.60 　標準 2:50.90 　標準 3:10.28 　 3:12.74 　

400m 中道　愛心 瓊浦2 山本　うた 長崎南2 長岡　寧音 諫早商業1

個人メドレー ﾅｶﾐﾁ ﾏﾅﾐ ﾔﾏﾓﾄ ｳﾀ ﾅｶﾞｵｶ ﾈﾈ

5:54.41 　標準 6:10.45 　 6:54.70 　

4×100m 1 榎並　　蘭 九州文化学園2 河内　　菫 長崎西2 中井　優里 諫早商業1 宮野さくら 瓊浦1 月川　帆夏 長崎南1 竹市　綾乃 佐世保高専1

フリーリレー ｴﾅﾐ ﾗﾝ ｶﾜｳﾁ ｽﾐﾚ ﾅｶｲ ﾕﾘ ﾐﾔﾉ ｻｸﾗ ﾂｷｶﾞﾜ ﾎﾉｶ ﾀｹｲﾁ ｱﾔﾉ

2 坂西　　礼 九州文化学園2 三嶋　　芽 長崎西1 佐田さくら 諫早商業2 松木　海音 瓊浦1 竹市　希羽 長崎南1 郡　　紗花 佐世保高専2

ｻｶﾆｼ ｱﾔ ﾐｼﾏ ﾒｲ ｻﾀ ｻｸﾗ ﾏﾂｷ ﾐﾅﾄ ﾀｹｲﾁ ｷﾜ ｺｵﾘ ｻﾔｶ

3 小串　優佳 九州文化学園2 篠原　凪瑳 長崎西2 江口　純歩 諫早商業1 糸山　実優 瓊浦1 濵崎　怜奈 長崎南1 上野愛由花 佐世保高専2

ｺｸﾞｼ ﾕｳｶ ｼﾉﾊﾗ ﾅｷﾞｻ ｴｸﾞﾁ ｽﾐﾎ ｲﾄﾔﾏ ﾐｳ ﾊﾏｻｷ ﾚﾅ ｳｴﾉ ｱﾕｶ

4 岩﨑　瑞姫 九州文化学園1 川尾　結衣 長崎西2 山田　琉雅 諫早商業1 中道　愛心 瓊浦2 赤塚　晟子 長崎南1 本山　紅香 佐世保高専1

ｲﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ ｶﾜｵ ﾕｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲｶ ﾅｶﾐﾁ ﾏﾅﾐ ｱｶﾂｶ ﾋﾅｺ ﾓﾄﾔﾏ ｺｺ

4:15.43 　標準 4:29.43 　標準 4:29.50 　標準 4:30.46 　標準 4:51.15 　 5:25.44 　

（第1泳者） 1:01.92 　　 1:09.30 　　 1:11.33 　　 1:04.32 　　 1:12.23 　　 1:07.37 　　

4×100m 1 原﨑　琴羽 九州文化学園2 山田　琉雅 諫早商業1 篠原　凪瑳 長崎西2 宮野さくら 瓊浦1 吉田形優花 長崎南1

メドレーリレー ﾊﾗｻｷ ｺﾄﾊ ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲｶ ｼﾉﾊﾗ ﾅｷﾞｻ ﾐﾔﾉ ｻｸﾗ ﾖｼﾀﾞｶﾞﾀ ﾕｳｶ

2 坂西　　礼 九州文化学園2 佐田さくら 諫早商業2 川尾　結衣 長崎西2 釜田　柚鈴 瓊浦1 濵崎　怜奈 長崎南1

ｻｶﾆｼ ｱﾔ ｻﾀ ｻｸﾗ ｶﾜｵ ﾕｲ ｶﾏﾀﾞ ﾕｽﾞ ﾊﾏｻｷ ﾚﾅ

3 岩﨑　瑞姫 九州文化学園1 江口　純歩 諫早商業1 河内　　菫 長崎西2 松木　海音 瓊浦1 山本　うた 長崎南2

ｲﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ ｴｸﾞﾁ ｽﾐﾎ ｶﾜｳﾁ ｽﾐﾚ ﾏﾂｷ ﾐﾅﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｳﾀ

4 小串　優佳 九州文化学園2 中井　優里 諫早商業1 三嶋　　芽 長崎西1 中道　愛心 瓊浦2 月川　帆夏 長崎南1

ｺｸﾞｼ ﾕｳｶ ﾅｶｲ ﾕﾘ ﾐｼﾏ ﾒｲ ﾅｶﾐﾁ ﾏﾅﾐ ﾂｷｶﾞﾜ ﾎﾉｶ

4:49.72 　標準 4:55.67 　標準 5:02.18 　標準 5:05.88 　標準 5:14.53 　標準

（第1泳者） 1:18.30 　　 1:15.35 　　 1:17.36 　　 1:13.15 　　 1:19.62 　　

※ 長崎西は16年ぶり4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 長崎西 九州文化学園 諫早商業 瓊浦 長崎南 長崎北 佐世保高専 佐世保北 長崎商業 西陵 島原 諫早 向陽 佐世保工業 長崎玉成

得点 97 93 88 87 74 24 22 17 15 11 10 8 5 3 2


	R4県新人戦水泳(競泳男子)競技８位表
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