
 平成 27 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。ここに、本紙上をお借りし、

心からお礼を申し上げます。 
 本年度は、全国高校総体飛込競技におい

て、野口基勝(佐商)が、男子高飛込と飛板飛

込の両種目で入賞を果たし、学校対抗でも、

昨年度の初優勝に続き、見事第 2 位という

好成績を収めることができました。関係者

一同大変喜んでいるところです。これによ

り飛込競技においては、全国高校総体 3 年

連続の入賞となり、関係団体のご協力のも

と、これまで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着実に実ってい

ることを大変嬉しく思います。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> 
本年度は、九州高校水泳競技大会におい

て、男子 200m 自由形で川崎瑠唯  (佐商)
が優勝を果たした他、個人では、古賀圭一

郎 (佐商)が 200m 個人メドレーで第 2 位、

400m 個人メドレーで第 3 位、野﨑充(佐学)
が 400m 個人メドレーで第 2 位、熊澤陸(佐
商)が 200m 自由形で第 3 位でした。また、

男子 400m フリ－リレ－で小田・ 熊澤・ 古
賀・ 川崎(佐商)が第 2 位、男子 800m フリ

－リレ－で小田・ 古賀・ 熊澤・ 川崎(佐
商)が第 2 位に入り、男子総合では、佐賀商

業が第 3 位、佐賀学園が第 7 位に入賞を果

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 7 種目、リレー5 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、各校連携のも

と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。また、選手数が少

ない女子の強化も進め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、野口

基勝（佐商）が 3m 飛板飛込 7 位と高飛込

2 位に入りました。団体総合では惜しくも

優勝を逃しましたが準優勝という成績をお

さめるができました。小学校からの一貫し

た指導、所属校やトレーナーとの連携など、

関係者が一丸となった総力の結果だと考え

ています。今後、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＞ 
本年度は、５月に行われた末弘杯では得失

点差により予選リーグ敗退、シード権を獲

得することができませんでした。７月に行

われた、インターハイ出場をかけて戦った

全九州高等学校水球競技大会では、二回戦、

大分商業高校に敗れ、インターハイ出場を

逃しました。また、新チームとして臨んだ

九州新人大会では、予選リーグ２位通過、

決勝トーナメントの結果、５位となりまし

た。 
 次年度は全九州高等学校水球競技大会を

確実に戦っていくために、まずは末弘杯で

のシード権獲得に照準を合わせて選手・ス

タッフが一丸となって日々研鑽に努めてい

きます。 



期日 ； 平成27年5月30日(土)・31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2 高3 高3 高3 高2 高2
決勝
自由形 1 2 3 1 2 3
100m 高2 高2 高2 高3 高1 高2
決勝
自由形 1 2 3 1 2 3
200m 高2 高2 高2 高3 高1 高2
決勝
自由形 1 2 3 1 2 3
400m 高3 高2 高2 高1 高2 高3
決勝
背泳ぎ 1 2 3 1 2 3
50m 高1 高3 高2 高1 高3 高3
決勝
背泳ぎ 1 2 3 1 2 3
100m 高2 高3 高3 高1 高1 高1
決勝
背泳ぎ 1 2 3 1 2
200m 高2 高2 高3 高2 高1
タイム決勝
平泳ぎ 1 2 3 1 2 3
50m 高1 高1 高2 高3 高2 高2
決勝
平泳ぎ 1 2 3 1 2 3
100m 高1 高1 高2 高3 高2 高2
決勝
平泳ぎ 1 2 3 1 2 3
200m 高1 高1 高2 高2 高2 高3
決勝
バタフライ 1 2 3 1 1 3
50m 高3 高2 高3 高2 高2 高3
決勝
バタフライ 1 2 3 1 2 3
100m 高3 高3 高2 高2 高2 高1
決勝
バタフライ 1 2 3 1 2
200m 高3 高1 高3 高2 高3
タイム決勝
個人メドレー 1 2 3 1 2 3
200m 高3 高2 高1 高1 高1 高2
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

江口　果穂

佐藤　亜美
田中　綾乃
江口　果穂

 2:09.41

池田　彪流
横尾　大地

松井　彰太
森田　恭矢
松島　惇晃

中島可南子
平川　瑞菜
小池　佐和

中島可南子
平川　瑞菜熊澤　　陸

古賀圭一郎

松井　彰太
森田　恭矢
松島　惇晃

大西　渚生
池田　彪流
渋谷　栄樹

佐賀学園高校
   29.24

樋口　潤哉
吉田　敦也
末次　元希

森田　耕輔

佐賀商業高校

大会新  3:36.28

 1:51.97

安本　彩夏
小池　佐和

吉田　敦也
德田　英人
末次　元希

渋谷　栄樹
野﨑　　充

山﨑　香鈴佐藤　亜美

   30.83

山本　悠夏

江口　果穂

 1:02.71  1:02.22  1:03.73
 4:01.32  4:08.74  4:09.37

致遠館高校
今村　友也 野﨑　　充 大渡　功晟

   54.47    55.74    57.51

樋口　潤哉

 3:40.66  3:43.57

 2:14.71  2:17.59

 2:12.13

熊本　樹也
致遠館高校 致遠館高校 唐津東高校

佐賀商業高校 佐賀学園高校 唐津商業

吉田　敦也

森田　恭矢

 2:21.67

野﨑　　充
佐賀学園高校

熊本　樹也 大渡　功晟
 2:21.89  2:25.36

 2:14.89  2:16.24

   31.16    31.47

吉末　大紀

佐賀商業高校

三島　誠司 森田　耕輔 古賀圭一郎
佐賀北高 佐賀商業高校 佐賀商業高校

佐賀北高 佐賀商業高校 佐賀商業高校

江口　昇吾 福島　貴博 今村　友也
 1:01.36  1:02.77

 2:13.10

 4:04.52

江口　昇吾
佐賀西高校

浦川　大樹 今村　友也

佐賀学園高校 佐賀商業高校 唐津商業
 4:08.64  4:11.47

野﨑　　充

小田　　樹 末次　元希 川原　大雅
佐賀商業高校 唐津商業 武雄高校

熊澤　　陸 樋口　潤哉

   54.72

 1:10.74

佐賀商業高校 鳥栖商業高校

 4:11.14

   54.78

山本　悠夏

 4:31.54  4:38.73  5:26.44
小池　佐和

佐藤　亜美
田中　綾乃

 1:09.34  1:24.70

新宮ののこ
山﨑　香鈴
松林　史織

致遠館高校
屋住　　楓 中川　綾乃 山本　悠夏

 1:04.02  1:05.92  1:15.17
 4:55.09

新宮ののこ
松林　史織

田中　綾乃

 2:34.64

中川　綾乃

中川　綾乃
佐藤　亜美

新宮ののこ

佐賀商業高校 佐賀商業高校

佐賀商業高校 鳥栖商業高校 致遠館高校

 2:28.39 2:23.92

 2:41.75
平川　瑞菜 中島　鈴花

平川　瑞菜 椛島　睦美

 2:43.16  2:44.76

 2:30.53

   35.80    36.59

吉田　千紗

吉田　千紗 佐藤　亜美 中島可南子
佐賀商業高校 鳥栖商業高校 佐賀商業高校

佐賀商業高校 鳥栖商業高校 佐賀商業高校

鳥栖商業高校

中川　綾乃 小池　佐和

屋住　　楓 中川　綾乃
 1:10.57  1:13.74

 1:01.17  1:03.90

 2:30.47

 4:32.77

中川　綾乃

松田　華穂
佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校

 4:43.91  4:45.54

小池　佐和 田中　千尋 古賀　杏奈
佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校

 1:54.22  1:54.36

   25.53    25.29

 2:11.80

田中　千尋 屋住　　楓

   29.98    29.48

唐津商業 致遠館高校 佐賀学園高校
浦川　大樹 大渡　功晟 野﨑　　充

   24.96

熊澤　　陸
古賀圭一郎

池田　彪流

大西　渚生
小田　　樹
川崎　瑠唯

古賀圭一郎

池田　彪流 末次　元希

大会新  1:40.00  1:40.26  1:41.63

森田　耕輔
佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校

佐賀商業高校 佐賀学園高校 唐津商業
 2:10.15

   56.71

野﨑　　充 古賀圭一郎
 2:07.16

   57.90
松井　彰太

   58.09

   26.63    26.66
森田　恭矢 熊澤　　陸

致遠館高校 佐賀商業高校

吉田　敦也
唐津東高校 致遠館高校 唐津商業

   26.61

 1:05.57  1:07.08  1:09.58

佐賀北高 唐津東高校 龍谷高校

三島　誠司 森田　耕輔 古賀圭一郎
   30.57

川崎　瑠唯 今村　友也
佐賀商業高校 佐賀商業高校

三島　誠司 渡邊　裕太

佐賀西高校 佐賀商業高校

 1:01.67

大渡　功晟
唐津商業 佐賀商業高校 致遠館高校

   28.97    29.50    29.73

 1:57.92  1:58.01  1:59.34

   25.37    25.46

熊澤　　陸 小田　　樹 樋口　潤哉

   25.29

   53.99

佐賀商業高校 佐賀商業高校 唐津商業

末次　元希 吉田　敦也 池田　彪流
唐津商業 唐津商業 佐賀学園高校

 2:28.32
   33.97    32.51    38.82
 2:05.46

   27.45    30.40

佐賀商業高校 鳥栖商業高校

 4:21.27

平川　瑞菜

古賀　杏奈

屋住　　楓 中川　綾乃

小池　佐和 田中　綾乃 山﨑　香鈴

 2:31.91

 1:54.49  2:00.23

佐賀商業高校 佐賀学園高校

 2:36.09

山本　悠夏
松林　史織

佐賀商業高校 鳥栖商業高校 致遠館高校

 1:05.18  1:05.64

小坂　まゆ 安本　彩夏 吉冨　　雛
佐賀西高校

 1:06.53

   29.79    30.27
中島　鈴花 平川　瑞菜 田中　千尋

高志館 佐賀商業高校 佐賀学園高校

田中　綾乃
佐賀商業高校 高志館 鳥栖商業高校

   29.79

 1:15.56  1:15.85  1:17.28

佐賀商業高校 鳥栖商業高校 佐賀商業高校

中島可南子 佐藤　亜美 吉田　千紗
   35.44

中島　亜美 安本　彩夏
佐賀北高 佐賀商業高校

中島可南子 佐藤　亜美

佐賀商業高校 鳥栖商業高校

 1:11.19

馬場　鈴花
鳥栖商業高校 佐賀商業高校 武雄高校

   32.41    32.59    34.25

 2:14.22  2:16.41  2:16.44

   29.27    29.57

松田　華穂 百田　鈴音 屋住　　楓

   27.66

 1:00.10

佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校

小池　佐和 古賀　杏奈 鮎川　真子
佐賀商業高校 佐賀商業高校 多久高校

2位 3位
男子 女子　　　順位

種目 1位 2位 3位

平成27年度　佐賀県高校総合体育大会水泳競技大会

1位

川崎　瑠唯


小田　　樹


武藤　太樹

横尾　大地
大西　渚生
野﨑　　充

德田　英人
樋口　潤哉

山﨑　香鈴
松林　史織

大西　渚生

平川　瑞菜
古賀　杏奈
椛島　睦美

江口　果穂

新宮ののこ

 2:09.82

致遠館高校



平成２７年度佐賀県高等学校総合体育大会水泳競技大会

高校総体水泳競技大会

16 白石高校 1 15 唐津南 2

16 神埼高校 1 15 鳥栖高校 2

14 唐津南 2 15 鹿島実業 2

14 伊万里高校 2 14 佐賀清和 3

13 小城高校 5 13 塩田工業 5

12 唐津東高校 6 12 白石高校 6

11 敬徳高校 7 11 武雄高校 8

10 唐津商業 9 10 有田工業 11

8 武雄高校 10 9 佐賀工業高校 14

8 多久高校 10 8 龍谷高校 17

7 高志館 17 7 佐賀北高 26

6 佐賀西高校 27 6 佐賀西高校 32

5 佐賀北高 36 5 唐津東高校 47

4 佐賀学園高校 54 4 致遠館高校 92

3 致遠館高校 62 3 唐津商業 100

2 鳥栖商業高校 105 2 佐賀学園高校 111

得点

1 佐賀商業高校 214 1 佐賀商業高校 201

女子総合 男子総合

順位 学校名 得点 順位 学校名



得点

平成27年5月30日(土)・31日(日)

佐賀県総合運動場水泳場



期日 ； 平成27年6月14日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

自由形 川原　大雅 高2 末次　元希 高2 重松　誠弥 高3 小池　佐和 高3 古賀　杏奈 高2 鮎川　真子 高2
50m 武雄高校 唐津商業 鳥栖高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 多久高校
タイム決勝 25.15 25.33 25.57 28.01 29.49 29.65
自由形 小田　　樹 高2 川原　大雅 高2 末次　元希 高2 小池　佐和 高3 中島　鈴花 高2 古賀　杏奈 高2
100m 佐賀商業高校 武雄高校 唐津商業 佐賀商業高校 高志館 佐賀商業高校
タイム決勝 54.62 54.68 55.18 59.96 1:03.53 1:04.03
自由形 熊澤　　陸 高2 樋口　潤哉 高2 川崎　瑠唯 高3 安本　彩夏 高1 百田　鈴音 高1 加藤　　圭 高2
200m 佐賀商業高校 唐津商業 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 伊万里高校
タイム決勝 1:57.89 1:58.84 1:59.76 2:17.16 2:17.44 2:27.69
自由形 川崎　瑠唯 高3 樋口　潤哉 高2 渋谷　晃樹 高1 田中　千尋 高1 百田　鈴音 高1 松田　華穂 高3
400m 佐賀商業高校 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校
タイム決勝 4:12.11 4:16.33 4:19.47 4:32.68 4:43.27 4:46.53
自由形 梅野　流生 高1 大渡　功晟 高2 山﨑　翔太 高2 田中　千尋 高1 松田　華穂 高3
1500m 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校
タイム決勝 17:05.03 17:33.18 17:33.23 9:17.91 9:56.46
背泳ぎ 江口　昇吾 高2 今村　友也 高3 浦川　大樹 高1 中川　綾乃 高1 中島　亜美 高1 屋住　　楓 高2
100m 佐賀西高校 佐賀商業高校 唐津商業 鳥栖商業高校 佐賀北高 佐賀商業高校
タイム決勝 1:01.65 1:02.83 1:04.90 1:09.31 1:10.96 1:11.96
背泳ぎ 江口　昇吾 高2 福島　貴博 高2 今村　友也 高3 中川　綾乃 高1 屋住　　楓 高2
200m 佐賀西高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 鳥栖商業高校 佐賀商業高校
タイム決勝 2:15.18 2:15.47 2:16.95 2:29.97 2:30.47
平泳ぎ 森田　耕輔 高1 三島　誠司 高1 吉末　大紀 高2 佐藤　亜美 高2 中島可南子 高3 吉田　千紗 高2
100m 佐賀商業高校 佐賀北高 龍谷高校 鳥栖商業高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校
タイム決勝 1:06.57 1:07.51 1:09.61 1:15.86 1:16.34 1:17.80
平泳ぎ 森田　耕輔 高1 三島　誠司 高1 松本　祐太 高2 吉田　千紗 高2 佐藤　亜美 高2 中島可南子 高3
200m 佐賀商業高校 佐賀北高 佐賀学園高校 佐賀商業高校 鳥栖商業高校 佐賀商業高校
タイム決勝 2:21.26 2:22.96 2:33.67 2:43.88 2:44.85 2:45.17
バタフライ 森田　恭矢 高3 熊澤　　陸 高2 吉田　敦也 高3 中島　鈴花 高2 平川　瑞菜 高2 椛島　睦美 高3
100m 致遠館高校 佐賀商業高校 唐津商業 高志館 佐賀商業高校 佐賀商業高校
タイム決勝 58.28 58.61 58.81 1:04.90 1:05.23 1:07.45
バタフライ 森田　恭矢 高3 野﨑　　充 高3 松井　彰太 高1 平川　瑞菜 高2 椛島　睦美 高3
200m 致遠館高校 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校
タイム決勝 2:07.76 2:09.70 2:10.71 2:21.74 2:26.66
個人メドレー 古賀圭一郎 高2 大西　渚生 高3 德田　英人 高2 小坂　まゆ 高1 安本　彩夏 高1 吉冨　　雛 高2
200m 佐賀商業高校 佐賀学園高校 唐津商業 佐賀西高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校
タイム決勝 2:11.93 2:17.46 2:18.71 2:32.63 2:36.56 2:37.63
個人メドレー 古賀圭一郎 高2 福島　貴博 高2 野﨑　　充 高3 小坂　まゆ 高1 吉冨　　雛 高2
400m 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀西高校 佐賀学園高校
タイム決勝 4:40.54 4:40.64 4:40.86 5:20.14 5:24.63
リレー 佐賀商業高校 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀商業高校 致遠館高校 佐賀北高
400m 小田　　樹 高2 池田　彪流 高3 大渡　功晟 高2 小池　佐和 高3 山﨑　香鈴 高2 古賀真理子 高3
タイム決勝 武藤　太樹 高3 野﨑　　充 高3 森田　恭矢 高3 平川　瑞菜 高2 蓑津　　碧 高1 喜多川さくら 高1

熊澤　　陸 高2 渋谷　栄樹 高2 松井　彰太 高1 古賀　杏奈 高2 山本　悠夏 高2 渡邉加奈恵 高2
川崎　瑠唯 高3 大西　渚生 高3 松島　惇晃 高2 安本　彩夏 高1 新宮ののこ 高3 中島　亜美 高1

3:38.03 3:43.65 3:44.24 4:10.74 4:53.25 4:55.59

リレー 佐賀商業高校 佐賀学園高校 唐津商業
800m 小田　　樹 高2 渋谷　栄樹 高2 樋口　潤哉 高2
タイム決勝 武藤　太樹 高3 大西　渚生 高3 德田　英人 高2

川崎　瑠唯 高3 渋谷　晃樹 高1 末次　元希 高2
熊澤　　陸 高2 野﨑　　充 高3 吉田　敦也 高3

7:54.19 8:07.33 8:07.34

メドレーリレー 佐賀商業高校 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業高校 鳥栖商業高校 佐賀北高
400m 今村　和也 高3 浦川　大樹 高1 梅野　流生 高1 屋住　　楓 高2 中川　綾乃 高1 中島　亜美 高1
タイム決勝 森田　耕輔 高1 樋口　潤哉 高2 松本　祐太 高2 中島可南子 高3 佐藤　亜美 高2 古賀真理子 高3

熊澤　　陸 高2 吉田　敦也 高3 野﨑　　充 高3 平川　瑞菜 高2 田中　綾乃 高3 喜多川さくら 高1
小田　　樹 高2 末次　元希 高2 渋谷　栄樹 高2 小池　佐和 高3 江口　果穂 高1 小川千賀子 高3

4:00.94 4:13.12 4:17.69 4:32.51 4:40.08 5:28.66

平成27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



3

3



期日 ； 平成27年7月18日(土)～20日(月)

会場 ；熊本市総合屋内プール

200m自由形 優勝 400m自由形 4位
200m自由形 3位 800m自由形 4位
400m自由形 4位 400mフリ-リレー 7位
400m自由形 7位 1. 小池佐和

200m平泳ぎ 7位 2. 古賀杏奈

100mバタフライ 7位 3. 安本彩夏

200mバタフライ 4位 4. 平川瑞菜  

200m個人メドレー 2位
400m個人メドレー 2位
400m個人メドレー 3位
400mフリ-リレー 2位

1. 小田樹
2. 熊澤陸
3. 古賀圭一郎

4. 川崎瑠唯  
400mフリ-リレー 5位

1. 池田彪流
2. 渋谷栄樹
3. 野﨑充
4. 大西渚生

800mフリ-リレー 2位
1. 小田樹
2. 古賀圭一郎

3. 熊澤陸
4. 川崎瑠唯  

800mフリ-リレー 4位
1. 渋谷栄樹
2. 野﨑充
3. 渋谷晃樹
4. 大西渚生  

400mメドレーリレー 5位
1. 今村友也
2. 森田耕輔
3. 熊澤陸
4. 小田樹  

男子総合 3位
7位

1回戦
佐賀東 18 - 9

2回戦
佐賀東 6 - 23

学校対抗 優勝
３ｍ飛板飛込 　野口基勝（佐賀商）　高３ 527.35 優勝

高飛込 　野口基勝（佐賀商）　高３ 458.00 優勝

古賀圭一郎   佐賀商業 高校 2  4:30.54 

平成27年度　九州高校水泳競技大会
男子 女子

川崎瑠唯   佐賀商業 高校 3  1:55.50 
熊澤陸   佐賀商業 高校 2  1:56.34 
川崎瑠唯   佐賀商業 高校 3  4:07.78   

田中千尋   佐賀学園 高校 1  4:32.53 

田中千尋   佐賀学園 高校 1  9:15.88 

佐賀商業 4:11.01 

森田耕輔   佐賀商業 高校 1  2:21.44 
熊澤陸   佐賀商業 高校 2  57.29   
野﨑充   佐賀学園 高校 3  2:02.94  

渋谷晃樹   佐賀学園 高校 1  4:09.40   

佐賀商業　72点
佐賀学園　32点

佐賀商業 3:33.06

佐賀学園 3:37.03 

佐賀商業 7:44.39 

佐賀学園 7:49.86 

飛込　　期日；平成27年7月20日(日)～21日(月)　　　会場；鹿児島県　鴨池公園水泳プール

飛込

  佐賀商業

佐賀商業 3:57.96 

古賀圭一郎   佐賀商業 高校 2  2:07.29 

野﨑充   佐賀学園 高校 3  4:28.86   

水球　　期日；平成26年7月11日(土)～12日(日)　　　会場 ；熊本県　熊本高等学校プール

水球
那覇西高校

大分商業高校



期日 ； 平成27年8月17日(月)～20日(木)

会場 ；京都アクアアリーナ

200m個人メドレー 古賀圭一郎 佐商 高2 2:07.88 落選 50m自由形 小池佐和 佐商 高 3 28"57 落選
200m自由形 川崎瑠唯 佐商 高3 1:56.86 落選
200m自由形 熊澤陸 佐商 高2 1:56.93 落選
200mバタフライ 野﨑充 佐学 高3 2:02.27 落選
400m個人メドレー 野﨑充  佐学 高3 4:26.45 落選
400m個人メドレー 古賀圭一郎 佐商 高2 4:33.92 落選
400mフリーリレー 3:35.46 落選

小田　　樹
川崎　瑠唯

熊澤　　陸
武藤　太樹

400mフリーリレー 3:39.88 落選
池田　彪流

横尾　大地

渋谷　栄樹

大西　渚生
400mメドレーリレー 3:56.40 落選

今村　友也

森田　耕輔

熊澤　　陸
小田　　樹

800mフリ-リレー 7:46.95 落選
熊澤　　陸
川崎　瑠唯

古賀圭一郎

小田　　樹
800mフリ-リレー 7:59.75 落選

渋谷　栄樹

大西　渚生

渋谷　晃樹

梅野　流生

野口基勝(佐賀商)　高３ 得点 520.55 7位

高飛込 野口基勝(佐賀商)　高３ 得点 553.00 2位

学校対抗 佐賀商業 2位

飛込　　期日 ； 平成26年8月17日(月)～20日(木)　　　会場 ；京都アクアリーナ
３ｍ飛板飛込

佐賀商業

佐賀学園

平成27年度　全国高等学校総合体育大会　水泳競技大会

男子 女子

佐賀商業

佐賀学園

佐賀商業



期日 ； 平成26年10月11日(土)・12日(日)

会場 ；熊本市総合屋内プール

200m自由形 川崎瑠唯   佐賀商業 高校 2  1:51    優勝 50m自由形 8位
400m自由形 優勝 100m自由形 8位
400m自由形 5位 200m背泳ぎ 6位
400m自由形 7位 100m平泳ぎ 5位
200m背泳ぎ 4位 200m平泳ぎ 8位
50mバタフライ 川原大雅   武雄 高校 1  25.73 3位 50mバタフライ 6位
50mバタフライ 8位 200mバタフライ 5位
100mバタフライ 7位 200mフリ-リレー 6位
200mバタフライ 6位 1. 小池佐和

200m個人メドレー 2位 2. 平川瑞菜

400m個人メドレー 2位 3. 古賀杏奈

400m個人メドレー 3位 4. 中島可南子   

200mフリ-リレー 4位 200m県対抗リレー 6位
1. 古賀圭一郎 1. 小池佐和

2. 武藤太樹 2. 平川瑞菜

3. 川崎瑠唯 3. 田中綾乃

4. 小田樹 4. 松田華穂  
200m県対抗リレー 2位 200mメドレーリレー 4位

1. 古賀圭一郎 1. 屋住楓

2. 野﨑充 2. 吉田千紗

3. 末次元希 3. 平川瑞菜

4. 川崎瑠唯  4. 小池佐和    
200mメドレーリレー 4位

 1. 今村友也

2. 今村和也

3. 武藤太樹

4. 古賀圭一郎
200mメドレーリレー 7位

1. 野﨑充
2. 大西渚生
3. 池田彪流

4. 横尾大地 

期日 ； 平成27年6月13日(土)・14日(日)

会場 ；福岡県立総合プール

３ｍ飛板飛込 得点 棄権

高飛込 得点 棄権

佐賀東 熊本第二高校
佐賀東 長崎工業高校
佐賀東 宮崎工業高校

期日 ； 平成27年9月26日(土)・27日(日)

会場 ；熊本県　熊本高等学校プール

佐賀東 鹿児島南高校
佐賀東 熊本高校
佐賀東 長崎西高校
佐賀東 熊本第二高校

田中綾乃   鳥栖商業 高校 2  29.46 
平川瑞菜   佐賀商業 高校 1  2:16.82 

佐賀商業 1:52.38

平成26年度　第76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

野﨑充   佐賀学園 高校 2  3:54.65 
川崎瑠唯   佐賀商業 高校 2
樋口潤哉   唐津商業 高校 1

佐賀商業 1:47.83 

 佐賀学園 1:48.63 

小池佐和   佐賀商業 高校 2  26.89 
小池佐和   佐賀商業 高校 2  58.43 
屋住楓   佐賀商業 高校 1  2:22.15 
佐藤亜美   鳥栖商業 高校 1  1:12.93  

佐藤亜美   鳥栖商業 高校 1  2:35.95 今村友也   佐賀商業 高校 2  2:06.04 

吉田敦也   唐津商業 高校 2  26.29  

森田恭矢   致遠館 高校 2  56.66   

 佐賀 1:51.89  

佐賀商業 2:02.03 

古賀圭一郎   佐賀商業 高校 1  4:18.84   

 佐賀商業 1:37.54   

佐賀 1:35.39 

森田恭矢   致遠館 高校 2  2:03.36 
古賀圭一郎   佐賀商業 高校 1  2:03.50 

野﨑充   佐賀学園 高校 2  4:14.81 

平成27年度　末弘杯九州高校学校選手権

飛込

水球
８−１
９−７
３−８

平成27年度　九州高等学校新人水球競技大会

水球
11 - 1
6 - 7
9 - 3

4 -14
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