
 平成 29 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、競泳競技としては 5 年ぶりに

松田龍（佐学）が全国高校総体での入賞を

果たしてくれました。飛込では、昨年度に

引き続き、神田倫（致遠）が男子高飛込と

飛板飛込の両種目に出場を果たし、決勝進

出はできませんでしたが、来年度につなが

る戦いをしてくれました。また、競泳では、

全国高校総体常連校の佐賀商業と佐賀学園

のほか、致遠館、佐賀北、唐津商業の計 5
校から 15 種目に出場するなど、近年は参加

校や参加種目が増加傾向にあり、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りつつあることを大

変嬉しく思います。今後は、関係団体のご

協力のもと、競泳・飛込・水球それぞれ競

技特性は異なりますが、３者間の連携を一

層図り、選手強化、健全育成に取り組んで

いきたいと思います。 
<競泳> 
佐賀県高校総体では、佐賀学園が佐賀商

業との接戦を制し、男子が 10 年ぶり、女子

が 17 年ぶりに総合優勝を果たしました。 
九州高校水泳競技大会においては、松田

龍（佐学）が 400m 個人メドレーで優勝し

たほか、渋谷晃樹(佐学)が 400m 自由形で第

2 位、大森涼奨 （唐商）が 1 年生ながら

50m 自由形で第 3 位、女子では廣橋風佳（佐

商）が200m背泳ぎで第3位に入りました。

リレー種目においては、男子 800m フリー

リレーで佐賀学園が第 3 位、男子 400m メ

ドレーリレーで佐賀商業が第 3 位に入りま

した。また、佐賀学園が総合力の高さを見

せ、男子総合 3 位、女子総合 7 位入賞を果

たしました。 
全国高校総体は、松田龍（佐学）400m

個人メドレーにおいて、ハイレベルな争い

の中で見事に予選を突破し、8 位に入賞し

ました。来年度は、決勝進出種目を 1 つで

も多くすることを目標とし、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

ない女子の強化にも力を入れていきたいと

考えています。 
<飛込> 
 本年度は、全国高校総体において、神田

倫（致遠館）が 3m 飛板飛込と高飛込に出

場した。決勝に進出することはできなかっ

たが、国民体育大会では高飛込において８

位入賞を果たすことができた。来年度の全

国総体入賞への好材料を得ることができた。

高校最後の年となるので納得の演技と結果

に期待したい。 
 2023 年の佐賀国体の翌年には北部九州

での高校総体が開催される。国体での強化

を足掛りに全国総体でも良い結果が残せる

ように、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

丸となって今後、飛込競技の普及・強化の

ため努めていきたい。 
＜水球＞ 
二年生主体のメンバー構成の中臨んだ一

年間であった。 
強化にあたって九州各県への強化練習会

や滋賀県への遠征・大学生を招聘しての強

化合宿など様々な経験を積み臨んだ全九州

高等学校体育大会であったが、初戦敗退と

成績につながらなかった。今年度の結果を

踏まえ、次年度につなげたい 



期日 ； 平成28年10月1日(土)・2日(日)

会場 ；福岡市総合西市民プール

森　　力起 佐賀商業 25.09* 4位 田中　千尋 佐賀学園 2:09.84* 7位

森　　力起 佐賀商業 54.32* 6位 田中　千尋 佐賀学園 4:33.74* 7位

渋谷　晃樹 佐賀学園 1.57.26* 6位 中川綾乃 鳥栖商業 1:07.56* 5位

渋谷　晃樹 佐賀学園 4:08.00* 2位 中川綾乃 鳥栖商業 2:25.65* 6位

浦川　大樹 唐津商業 28.63* 3位 喜多川さくら 佐賀北 30.58* 4位

別府　広一 神埼 28.91* 4位 小坂まゆ 佐賀西 30.74* 5位

三島　誠司 佐賀北 30.48* 6位 廣橋　風佳 佐賀商業 2:28.27 * 6位

森田　耕輔 佐賀商業 1:04.87* 6位

三島　誠司 佐賀北 1:05.49* 8位

森田　耕輔 佐賀商業 2:17.67* 2位

稲葉　寛太 唐津商業 26.99* 7位

松田　　龍 佐賀学園 2:04.81* 1位

松田　　龍 佐賀学園 2:08.61* 2位

高尾　虎汰 佐賀商業 2:12.06* 7位

伊藤　優希 佐賀学園 4:48.95* 5位

佐賀商業チーム 鶴木　龍二 3:40.81* 7位 佐賀商業チーム 廣橋　風佳 4:15.39 * 8位

森　　力起 百田鈴音

森田　耕輔 池田麻里奈

原田　恒成 安本彩夏

佐賀学園チーム 渋谷　晃樹 3:43.72* 8位 佐賀商業チーム 廣橋　風佳 4:45.93* 7位

松田　　龍 安本彩夏

藤田　竜大 池田麻里奈

伊藤　優希 百田鈴音

佐賀商業チーム 高尾　虎汰 3:57.37* 3位

森田　耕輔 大会新

原田　恒成

森　　力起

200m県対抗リレー 200m県対抗リレー

佐賀県チーム 森　　力起 1:39.41* 4位 佐賀県チーム 廣橋　風佳 1:55.71* 7位

森田　耕輔 前谷　恵里

松田　　龍 田中　千尋

稲葉　寛太 古賀芙美佳

男子総合

佐賀商業 36点 6位

佐賀学園 31点 7位

期日 ； 平成28年6月10日(土)・11日(日)

会場 ；福岡県立総合プール

学校対抗 2位
３ｍ飛板飛込 神田倫（致遠館）　高2 243.70 3位

高飛込 神田倫（致遠館）　高2 306.35 2位
予選リーグ

佐賀東 宮崎工業
佐賀東 福岡工業

期日 ； 平成29年9月23日(土)・24日(日)

会場 ；熊本県立濟々黌高等学校

佐賀東 第二 佐賀東 13 - 3 那覇商業
佐賀東 筑前 佐賀東 7 - 6 学園大付
佐賀東 濟々黌

結果　 第５位

女子100m背泳ぎ決勝

女子200m背泳ぎ決勝

女子50mバタフライ　決勝

女子50mバタフライ　決勝

女子 200m個人メドレー 決勝

女子 4x100mフリーリレー 決勝

男子 400m個人メドレー 決勝

男子 4x100mフリーリレー 決勝

男子 4x100mフリーリレー 決勝

男子 4x100mメドレーリレー 決勝

女子  4x100mメドレーリレー 決勝

男子 100m平泳ぎ 決勝

男子 200m平泳ぎ 決勝

男子50mバタフライ　決勝

男子 200mバタフライ 決勝

男子 200m個人メドレー 決勝

男子 200m個人メドレー 決勝

男子 200m自由形 決勝

男子 400m自由形 決勝

男子50m背泳ぎ　決勝

男子50m背泳ぎ　決勝

男子 50m平泳ぎ 決勝

男子 100m平泳ぎ 決勝

平成28年度　第78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
男子 50m自由形 決勝 女子 200m自由形 決勝

男子 100m自由形 決勝 女子 400m自由形 決勝

平成29年度　末弘杯九州高校学校選手権

飛込

知遠館高校

水球
4 - 14
2 - 8

平成29年度　九州高等学校新人水球競技大会

水球

9 - 4
6 - 3
5 - 7



期日 ； 平成29年6月3日(土)・4日(日)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

   1位 2位 3位 1位 2位 3位
自由形 大森　涼奨 高1 森　　力起 高3 稲葉　寛太 高2 廣橋　風佳 高2 前谷　恵里 高2 横尾　利奈 高1
50m 唐津商業 佐賀商業高校 唐津商業 佐賀商業高校 唐津商業 佐賀学園高校
決勝 24.45 24.8 25.22 28.3 28.74 29.29

自由形 稲葉　寛太 高2 伊藤　優希 高2 森　　力起 高3 前谷　恵里 高2 森田　真維 高1 横尾　利奈 高1
100m 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀商業高校 唐津商業 佐賀商業高校 佐賀学園高校
決勝 54.07 54.15 54.19 01:01.18 01:02.61 01:03.02

自由形 伊藤　優希 高2 渋谷　晃樹 高3 松井　彰太 高3 田中　千尋 高3 森田　真維 高1 横尾　利奈 高1
200m 佐賀学園高校 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校
決勝 01:57.00 01:57.09 02:00.30 02:11.88 02:13.96 02:14.54

自由形 渋谷　晃樹 高3 松井　彰太 高3 梅野　流生 高3 田中　千尋 高3 藤井みなみ 高1 森田　真維 高1
400m 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校
決勝 04:08.89 04:14.50 04:15.54 04:35.10 04:38.83 04:39.09

背泳ぎ 松内　隆大 高1 浦川　大樹 高3 別府　広一 高3 中川　綾乃 高3 髙本　彩未 高1 中島　亜美 高3
50m 佐賀学園高校 唐津商業 神埼高校 鳥栖商業高校 佐賀学園高校 佐賀北高
決勝 27.67 28.68 29.27 31.77 31.85 32.76

(大会新)
背泳ぎ 松内　隆大 高1 浦川　大樹 高3 別府　広一 高3 廣橋　風佳 高2 髙本　彩未 高1 中川　綾乃 高3
100m 佐賀学園高校 唐津商業 神埼高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 鳥栖商業高校
決勝 01:00.23 01:03.45 01:04.09 01:07.04 01:07.59 01:07.91

背泳ぎ 高尾　虎汰 高2 松内　隆大 高1 藤田　竜大 高2 廣橋　風佳 高2 髙本　彩未 高1 中川　綾乃 高3
200m 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 鳥栖商業高校
決勝 02:13.50 02:13.79 02:17.51 02:25.20 02:25.68 02:29.10

平泳ぎ 三島　誠司 高3 森田　耕輔 高3 渡邊　裕太 高3 江口　果穂 高3 下川　夏実 高2 塚本　愛菜 高1
50m 佐賀北高 佐賀商業高校 唐津東高校 鳥栖商業高校 鳥栖商業高校 伊万里農林
決勝 30.17 30.85 31.14 37.54 37.92 38.48

(大会新)
平泳ぎ 三島　誠司 高3 森田　耕輔 高3 岩松　作磨 高2 江口　果穂 高3 下川　夏実 高2 塚本　愛菜 高1
100m 佐賀北高 佐賀商業高校 佐賀商業高校 鳥栖商業高校 鳥栖商業高校 伊万里農林
決勝 01:05.50 01:05.56 01:06.55 01:19.95 01:22.25 01:22.87

平泳ぎ 森田　耕輔 高3 三島　誠司 高3 居石　錬成 高1 江口　果穂 高3 原口　礼奈 高1 下川　夏実 高2
200m 佐賀商業高校 佐賀北高 佐賀商業高校 鳥栖商業高校 佐賀学園高校 鳥栖商業高校
決勝 02:18.47 02:21.62 02:24.55 02:50.83 02:59.79 03:00.55

バタフライ 稲葉　寛太 高2 森　　力起 高3 原田　恒成 高2 藤井みなみ 高1 喜多川さくら 高3 山口　　遼 高1
50m 唐津商業 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀北高 佐賀学園高校
決勝 25.97 26.37 26.91 30.33 30.66 30.7

バタフライ 松田　　龍 高2 松井　彰太 高3 原田　恒成 高2 山口　　遼 高1 喜多川さくら 高3 末永紗也佳 高1
100m 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀北高 佐賀商業高校
決勝 57.29 58.83 59.01 01:06.56 01:08.24 01:09.84

バタフライ 松田　　龍 高2 藤田　竜大 高2 原田　恒成 高2 田中　千尋 高3 山口　　遼 高1 末永紗也佳 高1
200m 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校
決勝 02:05.89 02:08.95 02:10.22 02:27.43 02:31.67 02:37.39

個人メドレー 松田　　龍 高2 伊藤　優希 高2 藤田　竜大 高2 安本　彩夏 高3 原口　礼奈 高1 小坂　まゆ 高3
200m 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀西高校
決勝 02:09.55 02:13.06 02:13.36 02:32.81 02:33.06 02:35.36

リレー 佐賀商業高校高 佐賀学園高校高 致遠館高校 高 佐賀学園高校高 佐賀商業高校高 鳥栖商業高校高
200m 鶴木　龍二 高2 伊藤　優希 高2 松井　彰太 高3 髙本　彩未 高1 廣橋　風佳 高2 古賀芙美佳 高2
タイム決勝 森田　耕輔 高3 渋谷　晃樹 高3 北島　綜也 高1 田中　千尋 高3 森田　真維 高1 江口　果穂 高3

原田　恒成 高2 藤田　竜大 高2 板橋　祐道 高3 藤井みなみ 高1 池田麻里奈 高2 下川　夏実 高2
森　　力起 高3 松田　　龍 高2 奥津　巧海 高3 横尾　利奈 高1 安本　彩夏 高3 中川　綾乃 高3

01:39.11 Fin. 01:40.07 Fin. 01:46.48 Fin. 01:54.19 Fin. 01:54.68 Fin. 01:59.97 Fin.
(大会新)

25.55 1st. 25.67 1st. 25.64 1st. 28.85 1st. 28.17 1st. 29.58 1st.

リレー 佐賀学園高校高 佐賀商業高校高 唐津商業 高 佐賀商業高校高 佐賀学園高校高 鳥栖商業高校高
400m 伊藤　優希 高2 鶴木　龍二 高2 稲葉　寛太 高2 廣橋　風佳 高2 髙本　彩未 高1 古賀芙美佳 高2
タイム決勝 渋谷　晃樹 高3 森　　力起 高3 浦川　大樹 高3 森田　真維 高1 原　　涼果 高2 中川　綾乃 高3

藤田　竜大 高2 原田　恒成 高2 大森　涼奨 高1 池田麻里奈 高2 藤井みなみ 高1 下川　夏実 高2
松田　　龍 高2 森田　耕輔 高3 伊藤　謙吾 高3 百田　鈴音 高3 田中　千尋 高3 江口　果穂 高3

03:36.82 Fin. 03:37.73 Fin. 03:43.74 Fin. 04:08.07 Fin. 04:09.31 Fin. 04:23.91 Fin.

54.55 1st. 55.13 1st. 54.62 1st.  1:00.52 1st.  1:01.94 1st.  1:05.21 1st.

メドレーリレー佐賀商業高校高 佐賀学園高校高 唐津商業 高 佐賀商業高校高 鳥栖商業高校高 佐賀北高 高
200m 原田　恒成 高2 松内　隆大 高1 浦川　大樹 高3 廣橋　風佳 高2 中川　綾乃 高3 中島　亜美 高3
タイム決勝 森田　耕輔 高3 渋谷　晃樹 高3 稲葉　寛太 高2 安本　彩夏 高3 下川　夏実 高2 岩永　理奈 高2

鶴木　龍二 高2 松田　　龍 高2 大森　涼奨 高1 森田　真維 高1 江口　果穂 高3 喜多川さくら 高3
森　　力起 高3 伊藤　優希 高2 山下　夢斗 高2 池田麻里奈 高2 古賀芙美佳 高2 明石みゆき 高2

01:48.51 Fin. 01:51.29 Fin. 01:53.82 Fin. 02:09.04 Fin. 02:09.84 Fin. 02:28.10 Fin.
(大会新)

29.01 1st. 28.16 1st. 28.81 1st. 31.88 1st. 31.95 1st. 33.28 1st.

メドレーリレー佐賀商業高校高 佐賀学園高校高 唐津商業 高 佐賀学園高校高 佐賀商業高校高 鳥栖商業高校高
400m 高尾　虎汰 高2 松内　隆大 高1 浦川　大樹 高3 髙本　彩未 高1 廣橋　風佳 高2 中川　綾乃 高3
タイム決勝 森田　耕輔 高3 渋谷　晃樹 高3 永江　悠真 高1 原口　礼奈 高1 安本　彩夏 高3 下川　夏実 高2

原田　恒成 高2 松田　　龍 高2 稲葉　寛太 高2 山口　　遼 高1 末永紗也佳 高1 江口　果穂 高3
森　　力起 高3 伊藤　優希 高2 大森　涼奨 高1 田中　千尋 高3 森田　真維 高1 古賀芙美佳 高2

03:57.67 Fin. 04:04.02 Fin. 04:13.94 Fin. 04:38.17 Fin. 04:44.05 Fin. 04:47.52 Fin.
(大会新)
 1:01.89 1st.  1:00.46 1st.  1:03.93 1st.  1:07.57 1st.  1:07.90 1st.  1:08.00 1st.

平成29年度　佐賀県高校総合体育大会水泳競技大会



平成29年度佐賀県高校総体水泳競技大会

期日 ； 平成29年6月3日(土)・4日(日

会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

佐賀学園高校 211 佐賀学園高校 182

佐賀商業高校 205 佐賀商業高校 180

唐津商業 111 鳥栖商業高校 128

致遠館高校 68 致遠館高校 64

鳥栖高校 47 佐賀西高校 48

佐賀西高校 29 佐賀北高 37

佐賀工業高校 25 唐津商業 26

佐賀北高 23 伊万里農林 12

唐津東高校 23 高志館高校 10

神埼高校 13 鳥栖高校 9

武雄高校 10 武雄高校 8

白石高校 5 早稲佐 6

鳥栖商業高校 3 唐津東高校 4

小城高校 1

得点

男子総合

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

14

10 10

11 11

12 12

得点

女子総合

1

13 13



期日 ； 平成29年6月24日(土)
会場 ； 佐賀県総合運動場 水泳場

   1位 2位 3位 1位 2位 3位
自由形 大森　涼奨 高1 森　　力起 高3 稲葉　寛太 高2 前谷　恵里 高2 古賀芙美佳 高2 森　　美咲 高2
50m 唐津商業 佐賀商業高校 唐津商業 唐津商業 鳥栖商業高校 武雄高校
タイム決勝 24.78* 25.05* 25.40* 28.79* 29.30* 30.02*

自由形 森　　力起 高3 稲葉　寛太 高2 大森　涼奨 高1 前谷　恵里 高2 横尾　利奈 高1 古賀芙美佳 高2
100m 佐賀商業高校 唐津商業 唐津商業 唐津商業 佐賀学園高校 鳥栖商業高校
タイム決勝 54.04* 55.05* 55.52* 1:00.97* 1:03.90* 1:04.65*

自由形 伊藤　優希 高2 渋谷　晃樹 高3 鶴木　龍二 高2 森田　真維 高1 原　　涼果 高2 池田麻里奈 高2
200m 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校
タイム決勝 1:57.08* 1:58.35* 1:59.97* 2:14.10* 2:14.20* 2:15.69*

自由形 伊藤　優希 高2 渋谷　晃樹 高3 松井　彰太 高3 藤井みなみ 高1 森田　真維 高1 田中　千尋 高3
400m 佐賀学園高校 佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校
タイム決勝 4:06.54* 4:09.34* 4:17.94* 4:36.04* 4:37.52* 4:37.55*

自由形 野田　京聖 高1 松井　彰太 高3 梅野　流生 高3 田中　千尋 高3 藤井みなみ 高1 百田　鈴音 高3
1500m/800m佐賀学園高校 致遠館高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校
タイム決勝 16:32.95* 16:40.30* 16:51.03* 9:16.62* 9:29.40* 9:55.09*

背泳ぎ 高尾　虎汰 高2 別府　広一 高3 松内　隆大 高1 廣橋　風佳 高2 中川　綾乃 高3 髙本　彩未 高1
100m 佐賀商業高校 神埼高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 鳥栖商業高校 佐賀学園高校
タイム決勝 1:03.00* 1:04.13* 1:04.20* 1:06.89* 1:07.35* 1:08.21*

背泳ぎ 高尾　虎汰 高2 浦川　大樹 高3 松内　隆大 高1 髙本　彩未 高1 中川　綾乃 高3 廣橋　風佳 高2
200m 佐賀商業高校 唐津商業 佐賀学園高校 佐賀学園高校 鳥栖商業高校 佐賀商業高校
タイム決勝 2:20.69* 2:21.65* 2:22.03* 2:25.13* 2:27.99* 2:28.13*

平泳ぎ 森田　耕輔 高3 三島　誠司 高3 有水　翔平 高2 江口　果穂 高3 下川　夏実 高2 塚本　愛菜 高1
100m 佐賀商業高校 佐賀北高 唐津東高校 鳥栖商業高校 鳥栖商業高校 伊万里農林
タイム決勝 1:05.72* 1:06.28* 1:06.60* 1:20.52* 1:22.44* 1:23.39*

平泳ぎ 森田　耕輔 高3 三島　誠司 高3 有水　翔平 高2 江口　果穂 高3 塚本　愛菜 高1 下川　夏実 高2
200m 佐賀商業高校 佐賀北高 唐津東高校 鳥栖商業高校 伊万里農林 鳥栖商業高校
タイム決勝 2:20.15* 2:23.45* 2:24.44* 2:54.55* 2:59.69* 3:01.27*

バタフライ 原田　恒成 高2 中野　弘晟 高2 末廣　拓海 高3 山口　　遼 高1 末永紗也佳 高1 小坂　まゆ 高3
100m 佐賀商業高校 武雄高校 佐賀商業高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 佐賀西高校
タイム決勝 58.88* 1:02.41* 1:02.63* 1:06.53* 1:10.48* 1:10.73*

バタフライ 原田　恒成 高2 藤田　竜大 高2 八坂　仁也 高2 山口　　遼 高1 末永紗也佳 高1
200m 佐賀商業高校 佐賀学園高校 鳥栖商業高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校
タイム決勝 2:11.96* 2:12.81* 2:20.02* 2:29.07* 2:40.16* *

個人メドレー 松田　　龍 高2 永江　悠真 高1 北島　綜也 高1 原口　礼奈 高1 安本　彩夏 高3 横尾　茉優 高2
200m 佐賀学園高校 唐津商業 致遠館高校 佐賀学園高校 佐賀商業高校 鳥栖高校
タイム決勝 2:09.87* 2:24.08* 2:30.26* 2:33.67* 2:35.60* 2:40.32*

個人メドレー 松田　　龍 高2 藤田　竜大 高2 永江　悠真 高1 原口　礼奈 高1
400m 佐賀学園高校 佐賀学園高校 唐津商業 佐賀学園高校
タイム決勝 4:37.67* 4:54.59* 5:06.78* 5:26.52* * *

リレー 佐賀商業高校高 佐賀学園高校高 唐津商業 高 佐賀商業高校高 佐賀学園高校高 鳥栖商業高校高
400m 原田　恒成 高2 伊藤　優希 高2 稲葉　寛太 高2 廣橋　風佳 高2 山口　　遼 高1 古賀芙美佳 高2
タイム決勝 森　　力起 高3 渋谷　晃樹 高3 浦川　大樹 高3 森田　真維 高1 髙本　彩未 高1 中川　綾乃 高3

鶴木　龍二 高2 藤田　竜大 高2 大森　涼奨 高1 池田麻里奈 高2 藤井みなみ 高1 下川　夏実 高2
森田　耕輔 高3 松田　　龍 高2 伊藤　謙吾 高3 末永紗也佳 高1 横尾　利奈 高1 江口　果穂 高3

3:38.47* 3:38.81* 3:42.56* 4:08.30* 4:08.89* 4:24.05*

55.46* 1st. 54.53* 1st. 54.46* 1st. 1:01.36* 1st. 1:03.25* 1st. 1:04.49* 1st.

リレー 佐賀学園高校高 佐賀商業高校高 唐津商業 高 佐賀学園高校高 佐賀商業高校高
800m 伊藤　優希 高2 高尾　虎汰 高2 稲葉　寛太 高2 山口　　遼 高1 廣橋　風佳 高2
タイム決勝 渋谷　晃樹 高3 鶴木　龍二 高2 大森　涼奨 高1 藤井みなみ 高1 森田　真維 高1

藤田　竜大 高2 森　　力起 高3 浦川　大樹 高3 原口　礼奈 高1 池田麻里奈 高2
松田　　龍 高2 森田　耕輔 高3 永江　悠真 高1 髙本　彩未 高1 末永紗也佳 高1

7:53.63* 8:08.55* 8:48.37* 8:55.81* 8:57.19* *
(県新) (県新)

1:56.31* 1st. 2:05.52* 1st. 2:11.38* 1st. 2:14.75* 1st. 2:12.22* 1st. * 1st.

メドレーリレー佐賀商業高校高 佐賀学園高校高 唐津商業 高 佐賀学園高校高 佐賀商業高校高 鳥栖商業高校高
400m 高尾　虎汰 高2 松内　隆大 高1 浦川　大樹 高3 髙本　彩未 高1 廣橋　風佳 高2 中川　綾乃 高3
タイム決勝 森田　耕輔 高3 永野　好生 高2 永江　悠真 高1 原口　礼奈 高1 安本　彩夏 高3 下川　夏実 高2

鶴木　龍二 高2 松田　　龍 高2 稲葉　寛太 高2 山口　　遼 高1 末永紗也佳 高1 江口　果穂 高3
森　　力起 高3 伊藤　優希 高2 大森　涼奨 高1 田中　千尋 高3 森田　真維 高1 古賀芙美佳 高2

4:00.70* 4:12.60* 4:17.51* 4:37.24* 4:44.49* 4:45.27*

1:02.95* 1st. 1:02.81* 1st. 1:04.02* 1st. 1:07.95* 1st. 1:07.13* 1st. 1:07.61* 1st.

平成29年度　全九州高等学校水泳競技大会佐賀県予選会



期日 ； 平成29年7月15日(土)～17日(月)

会場 ；長崎市民総合プール

大森　涼奨 唐津商業 24.29 * 3位 森田　真維 佐賀商業 2:11.38  * 6位
森　　力起 佐賀商業 24.37 * 4位 田中　千尋 佐賀学園 9:17.57 * 6位
渋谷　晃樹 佐賀学園 1:55.48 * 6位 藤井みなみ 佐賀学園 9:26.18 * 8位
伊藤　優希 佐賀学園 1:55.67 * 7位 廣橋　風佳 佐賀商業 1:06.02 * 4位
渋谷　晃樹 佐賀学園 4:02.87* 2位 廣橋　風佳 佐賀商業 2:22.83 * 3位
伊藤　優希 佐賀学園 4:10.74* 8位 山口　　遼 佐賀学園 2:24.19 * 5位
松井　彰太 致遠館 16:28.55* 6位
高尾　虎汰 佐賀商業 1:00.45* 7位
松内　隆大 佐賀学園 1:02.83* 8位
森田　耕輔 佐賀商業 1:04.50* 6位
森田　耕輔 佐賀商業 2:17.14* 4位
松田　　龍 佐賀学園 2:07.91* 4位
松田　　龍 佐賀学園 4:24.41* 1位

佐賀学園チーム 伊藤　優希 3:35.68* 6位 佐賀学園チーム 髙本　彩未 4:07.00 * 5位
渋谷　晃樹 横尾　利奈

藤田　竜大 田中　千尋

松田　　龍 藤井みなみ

佐賀商業チーム 鶴木　龍二 3:36.25* 7位 佐賀商業チーム 廣橋　風佳 4:07.77 * 7位
森　　力起 森田　真維

原田　恒成 末永紗也佳

森田　耕輔 池田麻里奈

佐賀学園チーム 伊藤　優希 7:44.34* 3位 佐賀学園チーム 藤井みなみ 8:51.41 * 5位
松田　　龍 山口　　遼
渋谷　晃樹 髙本　彩未

藤田　竜大 田中　千尋

佐賀商業チーム 高尾　虎汰 3:53.72* 3位 佐賀商業チーム 廣橋　風佳 8:53.38 * 8位
森田　耕輔 森田　真維

原田　恒成 池田麻里奈

森　　力起 百田　鈴音

佐賀学園チーム 髙本　彩未 4:33.65 * 6位
原口　礼奈

山口　　遼
田中　千尋

男子総合 佐賀学園 3位 女子総合 佐賀学園 7位

男子 200m平泳ぎ 決勝
男子 200m個人メドレー 決勝

男子 400m個人メドレー 決勝

女子 4x100mフリーリレー 決勝

女子 4x200mフリーリレー 決勝

女子 4x100mメドレーリレー 決勝

女子 800m自由形 決勝

女子 800m自由形 決勝

女子 100m背泳ぎ 決勝

女子 200m背泳ぎ 決勝

女子 200mバタフライ 決勝

男子 200m自由形 決勝

男子 400m自由形 決勝

男子 4x200mフリーリレー 決勝

男子 4x100mフリーリレー 決勝

男子 1500m自由形 決勝

男子 100m背泳ぎ 決勝

男子 4x100mフリーリレー 決勝

平成29年度　九州高校水泳競技大会
男子 女子

男子 50m自由形 決勝

男子 50m自由形 決勝

男子 200m自由形 決勝

男子 4x100mメドレーリレー 決勝

男子 400m自由形 決勝

女子 200m自由形 決勝

女子 4x200mフリーリレー 決勝

女子 4x100mフリーリレー 決勝

男子 100m背泳ぎ 決勝

男子 100m平泳ぎ 決勝



期日 ； 平成29年8月17日(木)～20日(日)

会場 ；セントラルスポーツ宮城G２１プール

大森　涼奨 唐津商業 24.52：(47) 落選 廣橋　風佳 佐賀商業 2:23.01：(35) 落選
森　　力起 佐賀商業 24.73：(62) 落選
渋谷　晃樹 佐賀学園  4:08.77：(50) 落選
伊藤　優希 佐賀学園  4:06.64：(43) 落選
松田　　龍 佐賀学園  2:06.73 ：(17) 落選
松田　　龍 佐賀学園  4:24.59 ：(8)
松田　　龍 佐賀学園  4:24.64 ：(8) 8位
森田　耕輔 佐賀商業  1:04.54 ：(32) 落選
森田　耕輔 佐賀商業  2:17.00 ：(20) 落選
松井　彰太 致遠館 16:35.42：(60) 落選
三島　誠司 佐賀北  1:05.23 ：(49) 落選

佐賀商業チーム 高尾　虎汰 3:55.44 ：(42) 落選
森田　耕輔
原田　恒成

森　　力起

佐賀商業チーム 原田　恒成  3:40.58 ：(72) 落選
森　　力起 

鶴木　龍二 

新郷　巧海 

佐賀学園チーム 伊藤　優希 3:41.14 ：(77) 落選
渋谷　晃樹 

藤田　竜大 

松内　隆大 

佐賀学園チーム 伊藤　優希  7:54.65 ：(54) 落選
渋谷　晃樹 

藤田　竜大 

野田　京聖 

３ｍ飛板飛込 神田倫（致遠館）　高２ 259.00 16位

高飛込 神田倫（致遠館）　高２ 218.65 23位

平成29年度　全国高等学校総合体育大会　水泳競技大会

男子 女子
 50m   自由形　予選 

 50m   自由形　予選 

400m自由形　予選

400m自由形　予選

 200m   背泳ぎ   予選 

 200m   個人メドレー　予選

400m   個人メドレー　予選

400m   個人メドレー　決勝 

 100m   平泳ぎ   予選

飛込　　期日 ：平成29年8月17日(木)～20日(日)　　　会場：セントラルスポーツ宮城G21プール

男子   4x200m   フリーリレー   予選 

200m   平泳ぎ   予選 

1500m   自由形   予選 

 100m   平泳ぎ   予選

男子   4x100m   メドレーリレー   予選 

男子   4x100m   フリーリレー   予選 

男子   4x100m   フリーリレー   予選 
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