
第3回佐賀県高等学校新人水泳大会 得点成績一覧表 高校新人戦

2022/08/28～2022/08/28

会場  SAGAアクア

順位 所属名 得点 順位 所属名 得点
1 佐賀商業 152.0 1 佐賀商業 124.0
2 致遠館高校 98.0 2 佐賀西高校 90.0
3 佐賀北 92.0 3 武雄高校 26.0
4 佐賀西高校 62.0 4 佐賀北 23.0
5 佐賀学園高校 35.0 5 致遠館高校 20.0
6 佐賀清和 20.0 6 佐賀学園高校 19.0
7 佐賀工業高校 13.0 7 佐賀工業高校 8.0
8 龍谷高校 12.0

男子総合 女子総合



第3回佐賀県高等学校新人水泳大会 男子成績一覧表 高校新人戦
2022/08/28～2022/08/28

会場  SAGAアクア
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

50m 堤　　俊誠  高1 吉田　壮汰  高2 古川　兼慎  高1 原田　大聖  高1 片渕　　翔  高1 田中　一颯  高1 野中　巽心  高2 原　隆之介  高2
佐賀商業 致遠館高校 佐賀学園高校 佐賀西高校 佐賀学園高校 佐賀清和 佐賀工業高校 致遠館高校

(25.96) 24.30 27.18 27.58 29.52 29.53 30.04 30.32 31.42
100m 渋谷琥玲亜  高1 嘉村　起努  高2 野田直太朗  高1 古川　兼慎  高1 片渕　　翔  高1 田中　一颯  高1 原田　大聖  高1 百﨑　勇人  高1

佐賀商業 佐賀商業 佐賀西高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀清和 佐賀西高校 致遠館高校
(56.81) 50.43 51.69 1:03.69 1:04.30 1:04.49 1:04.85 1:06.30 1:06.56
200m 田中虎太朗  高2 岩石　莉空  高1 佐藤　正崇  高1 嘉村　起努  高2 瀧　稟太郎  高2 福井　優星  高1 野田直太朗  高1 香田　空翔  高1

佐賀学園高校 佐賀清和 佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業 致遠館高校 佐賀西高校 致遠館高校
(2:04.26) 1:53.00 1:55.99 1:56.26 1:58.96 2:04.57 2:09.42 2:30.02 2:33.76

400m 田中虎太朗  高2 岩石　莉空  高1 佐藤　正崇  高1 瀧　稟太郎  高2 福井　優星  高1
佐賀学園高校 佐賀清和 佐賀商業 佐賀商業 致遠館高校

(4:31.10) 4:00.34 4:05.05 4:07.88 4:22.36 4:33.59
50m 関谷　大空  高1 中村　優希  高2 毎熊　　仁  高2 百﨑　勇人  高1 北島　生輝  高2 稲富　結良  高1 大内　翔真  高1

佐賀北 龍谷高校 佐賀西高校 致遠館高校 佐賀工業高校 致遠館高校 致遠館高校
(31.64) 28.19 29.88 32.04 33.86 35.96 40.76 44.87
100m 岩永　　悠  高1 副島　翔悠  高2 関谷　大空  高1 中村　優希  高2 真﨑　大悟  高1 馬渡　大空  高2 稲富　結良  高1

致遠館高校 佐賀商業 佐賀北 龍谷高校 佐賀北 佐賀西高校 致遠館高校
(1:05.15) 58.66 59.31 1:02.40 1:03.82 1:07.35 1:22.31 1:28.91

200m 岩永　　悠  高1 副島　翔悠  高2 真﨑　大悟  高1
致遠館高校 佐賀商業 佐賀北

(2:29.03) 2:08.61 2:12.67 2:22.88
50m 江村　颯太  高2 毎熊　　仁  高2 原口　翔伍  高2 片渕　奏太  高1 副島　淳平  高2 野口　瑚白  高2 園田　航士  高2 池田　叡人  高1

佐賀北 佐賀西高校 佐賀東高校 鳥栖高校 佐賀工業高校 致遠館高校 致遠館高校 致遠館高校
(32.69) 31.45 32.12 32.55 33.42 37.64 41.80 41.86 42.04
100m 鶴田　総司  高2 枝吉　瑚斉  高2 江村　颯太  高2 原口　翔伍  高2 片渕　奏太  高1 古場　雄大  高1 右田　海斗  高1 大久保皓平  高1

佐賀商業 致遠館高校 佐賀北 佐賀東高校 鳥栖高校 佐賀西高校 佐賀西高校 佐賀北
(1:09.70) 1:03.53 1:05.54 1:09.20 1:12.77 1:15.23 1:22.84 1:28.30 1:32.05

200m 鶴田　総司  高2 枝吉　瑚斉  高2 馬渡　大空  高2
佐賀商業 致遠館高校 佐賀西高校

(2.38.55) 2:17.59 2:27.51 2:58.59
50m 白水　悠登  高2 渋谷琥玲亜  高1 鶴田　蓮治  高2 浅川　颯斗  高2 香田　空翔  高1 小川　遥斗  高2

佐賀北 佐賀商業 佐賀北 致遠館高校 致遠館高校 佐賀工業高校
(28.42) 24.88 25.70 27.76 30.56 30.58 31.29
100m 野田　絢汰  高2 白水　悠登  高2 堤　　俊誠  高1 副島　大誠  高1 鶴田　蓮治  高2

佐賀商業 佐賀北 佐賀商業 佐賀商業 佐賀北
(1:01.31) 56.61 56.73 57.32 59.71 1:03.85

200m 野田　絢汰  高2 副島　大誠  高1
佐賀商業 佐賀商業

(2:30.49) 2:03.77 2:13.19
200m

(2:23.28)
400m

(5:05.79)
4x100m 佐賀商業  高 佐賀北  高 致遠館高校  高 佐賀西高校  高

堤　　俊誠  高1 白水　悠登  高2 岩永　　悠  高1 毎熊　　仁  高2
嘉村　起努  高2 江村　颯太  高2 福井　優星  高1 馬渡　大空  高2
野田　絢汰  高2 関谷　大空  高1 吉田　壮汰  高2 古場　雄大  高1
佐藤　正崇  高1 真﨑　大悟  高1 枝吉　瑚斉  高2 野田直太朗  高1

(3:55.17) 3:32.46  Fin. 3:50.05  Fin. 3:53.34  Fin. 4:20.78  Fin.
4x100m 佐賀商業  高 佐賀北  高 致遠館高校  高 佐賀西高校  高

副島　翔悠  高2 関谷　大空  高1 岩永　　悠  高1 右田　海斗  高1
鶴田　総司  高2 江村　颯太  高2 枝吉　瑚斉  高2 馬渡　大空  高2
野田　絢汰  高2 白水　悠登  高2 福井　優星  高1 毎熊　　仁  高2
嘉村　起努  高2 鶴田　蓮治  高2 吉田　壮汰  高2 野田直太朗  高1

(4:24.55) 3:52.28  Fin. 4:08.55  Fin. 4:13.05  Fin. 4:50.06  Fin.

メドレー
リレー 

自由形

背泳ぎ

平泳ぎ

バタフライ

個人メドレー

フリー
リレー



第3回佐賀県高等学校新人水泳大会 女子成績一覧表 高校新人戦
2022/08/28～2022/08/28

会場  SAGAアクア
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

50m 樋口　　葵  高2 永原　綾乃  高2 早川　郁子  高1 松本　萌子  高2 島ノ江七佳  高2
佐賀工業高校 佐賀北 佐賀西高校 致遠館高校 致遠館高校

(29.91) 32.14 35.87 36.48 40.42 42.41
100m 井手　天舞  高1 佐藤　愛実  高2

佐賀商業 佐賀西高校
(1:05.38) 58.40 1:17.23

200m 井手　天舞  高1
佐賀商業

(2:23.21) 2:09.67
400m

(5:14.39)
50m 田中　有咲  高1 冨田　恵未  高1 中村　遥菜  高1 八谷　望来  高2

佐賀西高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀西高校
(36.79) 34.67 36.87 37.96 41.51
100m 山口　遥楓  高1 宮﨑　成美  高1 八谷　望来  高2

佐賀北 佐賀商業 佐賀西高校
(1:15.19) 1:08.38 1:12.06 1:28.08

200m 山口　遥楓  高1 宮﨑　成美  高1 田中　有咲  高1
佐賀北 佐賀商業 佐賀西高校

(2:47.99) 2:33.97 2:37.80 2:43.41
50m 大川内友里  高1 坂井佑希菜  高2 島ノ江七佳  高2 松本　萌子  高2 早川　郁子  高1

武雄高校 佐賀西高校 致遠館高校 致遠館高校 佐賀西高校
(41.39) 45.07 51.39 54.79 56.16 59.71
100m 宮地　桃加  高1 藤村　琴海  高2 永田　涼佳  高2 大川内友里  高1

佐賀商業 佐賀商業 武雄高校 武雄高校
(1:25.29) 1:16.89 1:23.14 1:23.45 1:40.17

200m 宮地　桃加  高1 永田　涼佳  高2
佐賀商業 武雄高校

(3:09.19) 2:46.15 2:58.78
50m 斎藤　琴美  高2

佐賀西高校
(34.29) 35.53
100m 石井　若葉  高2

佐賀商業
(1:16.99) 1:06.40

200m 石井　若葉  高2
佐賀商業

(2:49.39) 2:26.95
200m 向井　　彩  高2 藤村　琴海  高2 冨田　恵未  高1 斎藤　琴美  高2

佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園高校 佐賀西高校
(2:53.44) 2:23.54 2:38.44 2:46.67 3:03.17

400m 向井　　彩  高2
佐賀商業

(6:04.89) 5:04.00
4x100m 佐賀商業  高 佐賀西高校  高

向井　　彩  高2 田中　有咲  高1
井手　天舞  高1 八谷　望来  高2
宮地　桃加  高1 坂井佑希菜  高2
石井　若葉  高2 斎藤　琴美  高2

(4:29.07) 4:08.68  Fin. 5:06.61  Fin.
4x100m 佐賀商業  高 佐賀西高校  高

向井　　彩  高2 八谷　望来  高2
宮地　桃加  高1 田中　有咲  高1
石井　若葉  高2 斎藤　琴美  高2
井手　天舞  高1 坂井佑希菜  高2

(5:12.09) 4:30.22  Fin. 5:47.67  Fin.

フリー
リレー

メドレー
リレー 

自由形

背泳ぎ

平泳ぎ

バタフライ

個人メドレー


