
 平成 26 年度の専門部諸行事も、関係各位

のご指導、ご支援により無事終了すること

ができました。本年度は、二つの大きな出

来事がありました。一つ目は、本県におい

て全九州高等学校水泳(競泳・飛込)競技大会

が開催されました。競泳・飛込競技あわせ

て、約 1,100 名の参加となり、全国高校総

体につながる重要な大会でしたが、多くの

皆様のご協力を賜り、無事に終了すること

ができました。ここに、本紙上をお借りし、

心からお礼を申し上げ、感謝申し上げます。 
 二つ目は、全国高校総体飛込競技におい

て、崎戸史也(佐商)と野口基勝(佐商)の 2 名

が昨年度に引き続き入賞を果たし、学校対

抗では見事初優勝という快挙を成し遂げま

した。関係者一同大変喜んでいるところで

す。これまで、関係団体のご協力のもと、

選手と指導者が一緒になって地道に努力し

てきた成果が出たものと感じています。こ

の飛込競技の勢いに続き、今後は、競泳、

水球競技においても一層の選手強化、健全

育成に取り組んでいきたいと思います。ま

た、選手諸君には、全国高校総体出場はも

ちろん本大会において好成績をあげること

を目指して努力してもらいたいと考えてい

ます。 
<競泳> 
佐賀県水泳連盟・スイミングクラブ等の

ご協力を頂きながら、全国高校総体での入

賞を目指し、選手強化に取り組んできまし

た。 
本年度は、九州高校水泳競技大会におい

て、女子 200m、400m 個人メドレーで平石

夕華(佐商)が昨年度に引き続き、2 冠を達成

しました。また、男子 800m フリ－リレ－

で古賀・椛島・川崎・熊澤(佐商)が優勝を果

たしました。 
全国高校総体は、佐賀商業と佐賀学園か

ら個人 5 種目、リレ－2 種目にエントリー

しました。佐賀県勢から決勝に進出するこ

とを目標に臨みましたが、残念ながら決勝

進出を果たすことができませんでした。来

年度は、決勝進出を目指し、トレーニング

計画や選手の意識改革など、各校連携し、

選手と指導者が一体となって努力していき

たいと考えています。 
<飛込> 
 本年度は、全国高校総体において、崎戸

史也（佐商）が 3m 飛板飛込 3 位と高飛込

6 位、野口基勝（佐商）が 3m 飛板飛込 5
位と高飛込 7 位という二人が両種目で入賞

を果たし、団体総合では優勝という成績を

おさめることができました。小学校からの

一貫した指導と県外遠征や大学での強化合

宿が実を結んだ結果だと思います。来年度

も個人・団体での優勝という目標に向かっ

て日々研鑽に努めていきます。また、飛込

競技の普及・強化のためにも、指導者と競

技役員の育成にも力をいれていきたいと想

います。 
＜水球＞ 

 今年度は、3 年生不在という状況での末

弘杯でした。予選リーグ敗退という結果で

はしたが、下級生を中心としたチームで他

の 3 年生を中心としたチームと互角の戦い

ができたと考えています。冬場の泳ぎ込み

を中心としたトレーニング・県外への遠

征・合宿により、更なる競技力向上に努め

ていきたいと思います。次年度は末広杯で

ベスト４以上に食い込んでシード権を獲得、

そしてインターハイ出場を目指し、スタッ

フ一丸となって取り組んでいきたい。 



期日 ； 平成26年5月31日(土)・6月1日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

自由形 1 2 3 1 2 3
50m 高3 高1 高2 高2 高3 高3
決勝
自由形 1 2 3 1 2 3
100m 高2 高1 高3 高2 高3 高2
決勝
自由形 1 2 3 1 2 3
200m 高2 高2 高3 高2 高2 高3
決勝
自由形 1 2 3 1 2 3
400m 高2 高3 高1 高2 高1 高2
決勝
背泳ぎ 1 2 3 1 2 3
50m 高3 高3 高2 高3 高2 高1
決勝
背泳ぎ 1 2 3 1 2 3
100m 高3 高2 高3 高1 高3 高2
決勝
背泳ぎ 1 2 3 1 2 3
200m 高3 高3 高2 高3 高1 高3
タイム決勝
平泳ぎ 1 2 3 1 2 3
50m 高3 高1 高3 高3 高1 高1
決勝
平泳ぎ 1 2 3 1 2 3
100m 高1 高3 高2 高3 高1 高1
決勝
平泳ぎ 1 2 3 1 2 3
200m 高3 高2 高2 高3 高1 高2
決勝
バタフライ 1 2 3 1 2 3
50m 高2 高2 高2 高2 高1 高1
決勝
バタフライ 1 2 3 1 2 3
100m 高2 高2 高1 高3 高1 高2
決勝
バタフライ 1 2 3 1 2
200m 高2 高2 高3 高1 高2
タイム決勝
個人メドレー 1 2 3 1 2 3
200m 高1 高3 高1 高3 高3 高1
決勝
リレー 1 2 3 1 2 3
200m 
タイム決勝

リレー 1 2 3 1 2 3
400m 
タイム決勝

メドレーリレー 1 2 3 1 2 3
200m 
決勝

メドレーリレー 1 2 3 1 2 3
400m 
タイム決勝

2位 3位
男子 女子　　　順位

種目 1位 2位 3位

 4:09.29  4:09.72

平成26年度　佐賀県高校総合体育大会水泳競技大会

1位

 4:09.81

岩崎　郁弥 川原　大雅

   32.24

 1:01.02  1:01.99

 2:10.38  2:12.09

   57.62

 2:23.99  2:29.60

   26.73    26.78

大会新

大会新

 2:09.75  2:10.84

   25.00    25.78

松田　華穂

致遠館
松永　彩花池田　彪流 坂本みずき小池　佐和

佐賀商業

小池　佐和

小池　佐和

唐津東 武雄 佐賀学園
   25.48    25.58    25.62

川崎　瑠唯 古賀圭一郎 岩崎　郁弥
佐賀商業 佐賀商業 唐津東

   54.18    54.36    55.18
野﨑　　充 川崎　瑠唯 吉冨　　奎

佐賀学園 佐賀商業 佐賀学園
 1:57.13  1:57.36  1:58.58

川崎　瑠唯 吉冨　　奎 樋口　潤哉
佐賀商業 佐賀学園 唐津商業

椛島　裕樹 谷口　　憲 今村　友也
佐賀商業 唐津東 佐賀商業

   29.07    29.09    29.44
椛島　裕樹 今村　友也 今村　裕紀

佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園
 1:02.32

今村　裕紀 椛島　裕樹 今村　友也
佐賀学園 佐賀商業 佐賀商業

 2:13.66
池田　海斗 吉末　大紀 大庭　康平

佐賀商業 龍谷 武雄
   32.52

古賀圭一郎 池田　海斗 今村　和也
佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業

   32.19

 1:07.89  1:08.00  1:08.98
池田　海斗 今村　和也 大西　渚生

佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園
 2:30.31

森田　恭矢 吉田　敦也 熊本　樹也
致遠館 唐津商業 唐津東

   26.95
野﨑　　充 森田　恭矢 熊澤　　陸

佐賀学園 致遠館 佐賀商業
   59.06

野﨑　　充 森田　恭矢 浦　　悠晟
佐賀学園 致遠館 佐賀商業

   57.25

 2:03.65  2:05.04  2:12.38

佐賀学園 唐津商業
古賀圭一郎
熊澤　　陸
椛島　裕樹
川崎　瑠唯

池田　彪流
吉冨　　奎
野﨑　　充
大西　渚生

古賀圭一郎 今村　裕紀 熊澤　　陸
佐賀商業 佐賀学園 佐賀商業

佐賀学園 唐津商業

 1:40.14  1:41.24  1:43.84

 2:11.63
佐賀商業

 3:38.09  3:40.49  3:47.55
   55.39    54.68    56.39

佐賀商業 佐賀学園 唐津商業

   32.06

 1:07.70
 4:01.31

佐賀商業 佐賀学園 唐津商業

 1:52.14  1:53.10  1:58.52

 1:00.98  1:01.74
 4:04.84

德田　英人
樋口　潤哉
吉田　敦也
末次　元希

椛島　裕樹
古賀圭一郎
熊澤　　陸
川崎　瑠唯

今村　裕紀
吉冨　　奎
野﨑　　充
池田　彪流

德田　英人
樋口　潤哉
吉田　敦也
末次　元希

 4:15.96

   29.21    29.66

末次　元希
樋口　潤哉
德田　英人
吉田　敦也

熊澤　　陸
椛島　裕樹
川崎　瑠唯
古賀圭一郎

吉冨　　奎
大西　渚生
渋谷　栄樹
野﨑　　充

樋口　潤哉
吉田　敦也
德田　英人
末次　元希

   25.82
佐賀商業

椛島　裕樹
古賀圭一郎
熊澤　　陸
川崎　瑠唯

今村　裕紀
吉冨　　奎
野﨑　　充
池田　彪流

唐津商業
   28.19    28.99    29.38

坂本みずき 松田　華穂
佐賀商業 致遠館 佐賀学園

 1:01.35  1:02.31  1:02.94
坂本みずき

佐賀商業 佐賀学園 致遠館
 2:11.21  2:12.32  2:13.10

松田　華穂 吉冨　　雛 浦川　桃子
佐賀学園 佐賀学園 唐津商業

 4:45.82  4:46.28  5:10.41

佐賀商業 佐賀商業 佐賀学園

髙木　瑠泉 牟田和可子 屋住　　楓
神埼清明 佐賀学園 佐賀商業

   33.50    33.54
屋住　　楓 千綿　春菜 牟田和可子

   33.32

 1:09.53  1:11.73  1:12.43

佐賀学園 鳥栖商業 佐賀商業

平石　夕華 屋住　　楓 千綿　春菜
佐賀商業 佐賀商業 佐賀商業

 2:26.52  2:31.43
日高　彩香 佐藤　亜美 吉田　千紗

 2:23.79

大会新   34.41    35.21    37.01

佐賀学園 佐賀商業 敬徳

日高　彩香 吉田　千紗 佐藤　亜美
佐賀学園 佐賀商業 鳥栖商業
高校  1:16.93  1:17.16

日高　彩香 吉田　千紗 宮﨑めぐみ
 1:12.73

大会新 2:34.12  2:42.25  2:47.11

佐賀商業 佐賀商業 鳥栖商業

田中　綾乃 平川　瑞菜 中島　鈴花
鳥栖商業 佐賀商業 高志館

   30.64    30.68
平石　夕華 平川　瑞菜 田中　綾乃

   30.07

 1:04.34  1:05.91  1:06.71

佐賀商業 神埼清明 致遠館

平川　瑞菜 椛島　睦美
佐賀商業 佐賀商業

 2:27.25
平石　夕華 髙木　瑠泉 山﨑　香鈴

 2:24.19

清水　　葵
浦川　桃子
前谷　　侑
松永　彩花

松林　史織
山﨑　星華
山﨑　香鈴
坂本みずき

大会新 2:21.06  2:38.91  2:51.00

   30.96

佐賀学園 唐津商業 致遠館

 1:56.57

松田　華穂
日高　彩香
吉冨　　雛

牟田和可子

 1:08.85
 4:08.45

 2:03.77  2:06.41
   29.36

県新  2:04.18

 4:13.44  4:32.40
 1:00.60  1:00.83

 4:28.11

 2:08.16  2:21.26
   33.27    33.45

 4:40.19  5:11.62
 1:09.09  1:13.63  1:20.54

大会新

唐津商業

平石　夕華
屋住　　楓
古賀　杏奈
小池　佐和

日高　彩香
松田　華穂
吉冨　　雛

牟田和可子

清水　　葵
浦川　桃子
前谷　　侑
松永　彩花

佐賀商業 佐賀学園 唐津商業

佐賀商業 佐賀学園 致遠館

   34.99

   34.53

千綿　春菜
平石　夕華
平川　瑞菜
小池　佐和

牟田和可子
日高　彩香
吉冨　　雛
松田　華穂

坂本みずき
新宮ののこ
山﨑　香鈴
山﨑　星華

屋住　　楓
平石　夕華
平川　瑞菜
小池　佐和

牟田和可子
日高　彩香
吉冨　　雛
松田　華穂

清水　　葵
松永　彩花
前谷　　侑
浦川　桃子

佐賀商業 佐賀学園



期日 ； 平成26年5月31日(土)・6月1日(日)

会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

順位 学校名 得点 順位 学校名 得点
1 佐賀商業 255 1 佐賀商業 222
2 佐賀学園 166 2 佐賀学園 136
3 唐津商業 85 3 致遠館 89
4 唐津東 71 4 唐津商業 79
5 致遠館 58 5 佐賀北 31
6 武雄 44 6 鳥栖商業 27
7 佐賀西 38 7 神埼清明 20
8 龍谷 36 8 佐賀東 15

男子総合 女子総合

平成26年度　佐賀県高校総合体育大会水泳競技大会



期日 ； 平成26年6月15日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

自由形 川原　大雅 高1 吉田　敦也 高2 末次　元希 高1 小池　佐和 高2 松永　彩花 高3 田中　綾乃 高2
50m 武雄高校 唐津商業高校 唐津商業高校 佐賀商業高校 唐津商業高校 鳥栖商業高校
タイム決勝
自由形 池田　彪流 高2 川原　大雅 高1 小田　　樹 高1 小池　佐和 高2 坂本みずき 高3 古賀　杏奈 高1
100m 佐賀学園高校 武雄高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 致遠館高校 佐賀商業高校
タイム決勝
自由形 吉冨　　奎 高3 樋口　潤哉 高1 大西　渚生 高2 坂本みずき 高3 古賀　杏奈 高1 浦川　桃子 高2
200m 佐賀学園高校 唐津商業高校 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀商業高校 唐津商業高校
タイム決勝
自由形 野﨑　　充 高2 樋口　潤哉 高1 川崎　瑠唯 高2 松田　華穂 高2 吉冨　　雛 高1 浦川　桃子 高2
400m 佐賀学園高校 唐津商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 唐津商業高校
タイム決勝
自由形 山﨑　翔太 高1 永田　海人 高3 大渡　功晟 高1 松田　華穂 高2 吉冨　　雛 高1
1500m 佐賀商業高校 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校
タイム決勝
背泳ぎ 椛島　裕樹 高3 今村　友也 高2 江口　昇吾 高1 屋住　　楓 高1 千綿　春菜 高3 牟田和可子 高2
100m 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀西高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校
タイム決勝
背泳ぎ 今村　裕紀 高3 椛島　裕樹 高3 今村　友也 高2 屋住　　楓 高1 千綿　春菜 高3 牟田和可子 高2
200m 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校
タイム決勝
平泳ぎ 池田　海斗 高3 今村　和也 高2 吉末　大紀 高1 日高　彩香 高3 宮﨑めぐみ 高2 吉田　千紗 高1
100m 佐賀商業高校 佐賀商業高校 龍谷高校 佐賀学園高校 敬徳高校 佐賀商業高校
タイム決勝
平泳ぎ 池田　海斗 高3 今村　和也 高2 松本　祐太 高1 日高　彩香 高3 吉田　千紗 高1 宮﨑めぐみ 高2
200m 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 敬徳高校
タイム決勝
バタフライ 森田　恭矢 高2 吉田　敦也 高2 熊本　樹也 高2 中島　鈴花 高1 田中　綾乃 高2 平川　瑞菜 高1
100m 致遠館高校 唐津商業高校 唐津東高校 高志館 鳥栖商業高校 佐賀商業高校
タイム決勝
バタフライ 吉冨　　奎 高3 森田　恭矢 高2 浦　　悠晟 高3 椛島　睦美 高2 平川　瑞菜 高1 中島　鈴花 高1
200m 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 高志館
タイム決勝
個人メドレー 古賀圭一郎 高1 熊澤　　陸 高1 大西　渚生 高2 平石　夕華 高3 髙木　瑠泉 高3 喜多　絵理 高1
200m 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 神埼清明高校 唐津南高校
タイム決勝
個人メドレー 野﨑　　充 高2 今村　裕紀 高3 古賀圭一郎 高1 平石　夕華 高3 喜多　絵理 高1
400m 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 唐津南高校
タイム決勝
リレー 佐賀学園高校 佐賀商業高校 唐津商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 唐津商業高校
400m 吉冨　　奎 熊澤　　陸 樋口　潤哉 小池　佐和 松田　華穂 浦川　桃子
タイム決勝 池田　彪流 古賀圭一郎 吉田　敦也 古賀　杏奈 日高　彩香 清水　　葵

野﨑　　充 椛島　裕樹 德田　英人 屋住　　楓 吉冨　　雛 前谷　　侑
大西　渚生 川崎　瑠唯 末次　元希 平石　夕華 牟田和可子 松永　彩花

リレー 佐賀商業高校 唐津商業高校 佐賀学園高校
800m 古賀圭一郎 樋口　潤哉 今村　裕紀
タイム決勝 椛島　裕樹 德田　英人 池田　彪流

川崎　瑠唯 末次　元希 渋谷　栄樹
熊澤　　陸 吉田　敦也 大西　渚生

メドレーリレー 佐賀商業高校 佐賀学園高校 唐津商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 唐津商業高校
400m 椛島　裕樹 今村　裕紀 德田　英人 屋住　　楓 牟田和可子 清水　　葵
タイム決勝 古賀圭一郎 大西　渚生 樋口　潤哉 平石　夕華 日高　彩香 松永　彩花

熊澤　　陸 吉冨　　奎 吉田　敦也 平川　瑞菜 吉冨　　雛 前谷　　侑
川崎　瑠唯 池田　彪流 末次　元希 小池　佐和 松田　華穂 浦川　桃子

   25.77    25.87   25.71

平成26年度　九州高校水泳競技大会佐賀県予選　
　　　順位
種目

男子 女子
1位 2位 3位 1位 2位 3位

 1:59.19  2:01.19 1:59.15

   55.91    56.16    56.72

 2:19.20

17:14.56 17:37.6517:10.47

 4:03.70  4:10.20  4:16.11

 2:11.60  2:13.79  2:15.84 

 1:02.29  1:04.53 1:02.16

 2:26.25  2:33.75  2:33.78

 1:10.12  1:10.57 1:09.90

 2:18.77

 2:06.15  2:06.69  2:15.77

   58.92    59.58

 3:48.77
   55.05    56.09    57.01

 4:34.09  4:37.17  4:39.61

 4:20.58
 1:02.17  1:02.46  1:09.64

 8:13.24  8:14.40
 1:59.37  1:59.61  2:03.62

 4:05.84

 8:01.56

 3:42.37

   57.96

 2:12.66

 4:12.02

 3:42.48

 2:12.98

高校新1:13.03  1:16.29  1:17.35

 2:35.51  2:41.17  2:44.76

 1:10.97  1:11.15  1:12.73

 2:29.75  2:32.78  2:36.82

 2:29.03

 4:47.49  4:49.99  5:08.37

 9:48.69  9:52.43

 1:07.19  1:07.33  1:07.34

   28.58    29.27    29.56

 1:02.17  1:03.38  1:04.36

 2:16.95

 5:02.07  5:41.91

 2:23.39  2:38.37  2:44.12

 2:27.93  2:28.49  2:30.57

 4:34.81
 1:11.40

 4:46.46
 1:14.14

 5:11.30
 1:19.26

 4:10.90  4:17.94  4:31.93
 1:02.18  1:05.07  1:11.07



競泳 期日 ； 平成26年7月19日(土)～21日(月)

会場 ；佐賀県総合運動場水泳場

200m自由形 川崎瑠唯  佐商 高2 1:56.89 2位 100m平泳ぎ 日高彩香 佐学 高 3 1:12.73 2位
200m自由形 吉冨奎   佐学 高3 2:00.14 8位 200m平泳ぎ 日高彩香 佐学 高 3 2:35.34 3位
400m自由形 野﨑充   佐学 高2 4:03.02 2位 200m個人メドレー 平石夕華 佐商 高 3 2:18.95 1位
200mバタフライ 吉冨奎   佐学 高3 2:10.24 8位 400m個人メドレー 平石夕華 佐商 高 3 4:53.84 1位
200m個人メドレー 古賀圭一郎   佐商 高1 2:10.54 4位
200m個人メドレー 熊澤陸 佐商 高1 2:11.33 5位
400m個人メドレー 野﨑充   佐学 高2 4:30.46 3位
400m個人メドレー 古賀圭一郎   佐商 高1 4:33.77 4位
400m個人メドレー 熊澤陸 佐商 高1 4:36.92 7位

400mリレー

1. 川崎瑠唯
2. 椛島裕樹
3. 古賀圭一郎
4. 熊澤陸

佐商 3:38.37 4位 400mリレー

1. 小池佐和
2. 平石夕華
3. 古賀杏奈
4. 千綿春菜

佐商 4:06.60 7位

800mリレー

1. 古賀圭一郎
2. 椛島裕樹
3. 川崎瑠唯
4. 熊澤陸

佐商 7:50.44 1位 400mメドレーリレー

1. 屋住楓
2. 平石夕華
3. 平川瑞菜
4. 小池佐和

佐商 4:30.23 7位

800mリレー

1. 野﨑充
2. 吉冨奎
3. 大西渚生
4. 今村裕紀

佐学 7:54.58 6位

1回戦
佐賀東 13－7

2回戦
佐賀東 1－33

学校対抗 優勝
３ｍ飛板飛込 　崎戸史也（佐賀商）　高３ 594.55 優勝

　野口基勝（佐賀商）　高２ 528.90 2位

高飛込 　崎戸史也（佐賀商）　高３ 519.10 優勝
　野口基勝（佐賀商）　高２ 480.50 2位

平成26年度　九州高校水泳競技大会

飛込

  佐賀商業

水球　　期日；平成26年7月12日(土)～13日(日)　　　会場 ；福岡県立総合プール

那覇商業高校

飛込　　期日；平成26年7月20日(日)～21日(月)　　　会場；佐賀県総合運動場内水泳場

水球

鹿児島南高校

男子 女子

男子 女子
順位 所属名 得点 順位 所属名 得点

1 九産大九州 147 1 ルーテル学院 74
2 東福岡 61 2 柳川 73
3 ルーテル学院 56 3 九産大九州 47
4 九州学院 51 4 福大附属若葉 42
5 佐賀商業 49 5 三潴 34
6 鹿児島情報 45 6 九州学院 31 リレー得点１０

7 大分雄城台 28 リレー得点５ 7 鹿児島情報 31 リレー得点７

8 佐賀学園 28 リレー得点３ 8 佐賀商業 24



期日 ； 平成26年8月17日(日)～20日(水)

会場 ；千葉県国際総合水泳場

200m自由形 川崎　瑠唯 佐商 高 2 1:55.29 落選 100m平泳ぎ 日髙彩香 佐学 高 3 1:13.33 落選
400m自由形 野﨑　　充 佐学 高 3 4:00.62 落選 200m平泳ぎ 日髙彩香 佐学 高 3 2:33.05 落選
400m個人メドレー 野﨑　　充 佐学 高 3 4:28.20 落選 200m個人メドレー 平石夕華 佐商 高 3 2:18.99 落選
800mリレー 熊澤   陸 佐商 7:52.30 落選 400m個人メドレー 平石夕華 佐商 高 3 4:57.30 落選

川崎　瑠唯

古賀圭一郎

石井大輔
800mリレー 吉冨　 奎 佐学 7:58.75 落選

池田彪流
大西渚生
今村裕紀

崎戸史也(佐賀商)　高３ 得点 530.30 3位
野口基勝(佐賀商)　高２ 得点 512.55 5位

高飛込 崎戸史也(佐賀商)　高３ 得点 460.70 6位
野口基勝(佐賀商)　高２ 得点 445.25 7位

学校対抗 佐賀商業 優勝

平成26年度　全国高等学校総合体育大会　水泳競技大会

男子 女子

飛込　　期日 ； 平成26年8月17日(日)～20日(水)　　　会場 ；千葉県国際総合水泳場
３ｍ飛板飛込



期日 ； 平成25年10月12日(土)・13日(日)

会場 ；鴨池公園水泳プール

200m自由形 川崎瑠唯  佐商 高 1 1:53.12 4位 100m自由形 小池佐和  佐商 高 1 58..47 7位
400m自由形 野﨑充 佐学 高 1 3:55.31 2位 200m平泳ぎ 日高彩香 佐学 高 2 2:33.46 3位
50m背泳ぎ 谷口憲  唐東 高 2 27.48 8位 200m平泳ぎ 宮﨑めぐみ 敬徳 高 1 2:35.34 5位
200m背泳ぎ 今村友也 佐商 高1 2:07.47 5位 50mバタフライ 田中綾乃  鳥商 高 1 28..80 5位
50m平泳ぎ 大庭康平  武雄 高2 30..52 5位 100mバタフライ 田中綾乃  鳥商 高 1 1:04.06 8位
50mバタフライ 熊本樹也  唐東 高1 26..37 5位 200m個人メドレー 平石夕華  佐商 高 2 大会新2:15.34 2位
50mバタフライ 吉田敦也 唐商 高1 26..39 6位 400m個人メドレー 平石夕華  佐商 高 2 大会新4:44.46 3位
100mバタフライ 森田恭矢 致遠 高1 57..10 7位
100mバタフライ 吉田敦也 唐商 高1 57..67 8位
200mバタフライ 森田恭矢 致遠 高1 2:02.24 3位
200m個人メドレー 今村裕紀  佐学 高 2 2:08.19 6位
400m個人メドレー 野﨑充 佐学 高 1 大会新4:19.51 3位
400m個人メドレー 今村裕紀  佐学 高 2 4:30.34 4位

200mリレー 1. 小池佐和 佐商 1:50.57 5位
2. 平石夕華

200mリレー 1. 武藤太樹 佐商 1:39.56 7位 3. 千綿春菜

2. 椛島裕樹 4. 中島可南子

3. 川崎瑠唯

4. 今村友也
200mメドレーリレー 1. 千綿春菜 佐商 2:00.02 2位

2. 平石夕華

3. 中島可南子

4. 小池佐和

県対抗２００ｍリレー 1. 岩崎郁弥 佐賀県 1:37.74 6位 県対抗２００ｍリレー 1. 小池佐和 佐賀県 1:49.28 4位
2. 椛島裕樹 2. 日高彩香

3. 池田彪流 3. 田中綾乃

4. 川崎瑠唯 4. 平石夕華

期日 ； 平成26年6月7日(土)・8日(日)

会場 ；福岡県立総合プール

３ｍ飛板飛込 崎戸史也（佐賀商）　高２ 得点 優勝
野口基勝（佐賀商）　高１ 得点 2位

高飛込 野口基勝（佐賀商）　高１ 得点 優勝
崎戸史也（佐賀商）　高２ 得点 2位

学校対抗 佐賀商業 優勝
予選リーグ

佐賀東 熊本学園大付属高校
佐賀東 長崎工業高校
佐賀東 長崎西高校

244.15

１１－１０
５－９
３－９

水球

平成25年度　第75回末弘杯　全九州高校学校選手権新人水泳競技大会

男子 女子

平成26年度　末弘杯九州高校学校選手権

飛込

365.25
288.50

253.30
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