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2021/07/25～2021/07/26

会場  長崎市民総合プール長崎市民総合プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
長与中 喜々津中 橘中 東長崎中 西浦上中 滑石中 北諫早中 三重中

61.0 53.0 50.0 49.0 44.0 41.0 37.0 30.0

志佐中 緑が丘中 東長崎中 橘中 長大附属中 北諫早中 大村中 山里中

78.0 64.0 50.0 45.0 43.0 26.0 24.0 22.0

東長崎中 橘中 志佐中 緑が丘中 北諫早中 長与中 喜々津中 西浦上中

99.0 95.0 78.0 64.0 63.0 61.0 55.0 51.0
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2021/07/25～2021/07/26

会場  長崎市民総合プール長崎市民総合プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
白根　舜大  中2 平田真太郎  中1 本多　利貫  中2 岩本　幸大  中2 佐藤裕次郎  中3 今市屋晴音  中3 土橋　蒼平  中1 谷口　隆弥  中3

長与中 喜々津中 北諫早中 西大村中 東長崎中 滑石中 福石中 東長崎中

17:26.18  Fin. 17:58.86  Fin. 18:22.96  Fin. 18:29.39  Fin. 20:40.69  Fin. 20:47.87  Fin. 21:13.34  Fin. 21:15.91  Fin.

9:12.38  800 9:31.87  800 9:40.76  800 9:49.05  800 10:57.61  800 10:54.33  800 11:11.30  800 11:06.99  800

髙比良竜一  中2 磯部　太一  中3 大久保一心  中3 木山　息吹  中3 林田　　湊  中3 吉村　健祐  中3 石橋　厚志  中2 岩田　隼飛  中3

小江原中 長与中 西浦上中 佐々中 三重中 生月中 戸町中 西諫早中

25.54 25.65 26.21 26.79 26.79 26.86 27.02 27.10

（同4位）

髙比良竜一  中2 原田　悠生  中3 木山　息吹  中3 石橋　厚志  中2 大久保一心  中3 吉村　健祐  中3 松村　優翔  中3 江副　　瀧  中2

小江原中 祇園中 佐々中 戸町中 西浦上中 生月中 深堀中 北諫早中

56.74 58.05 58.05 58.71 58.81 59.19 1:00.63 1:02.35

（同2位）

磯部　太一  中3 立花　琉真  中1 竹野　翔太  中3 清　　智也  中3 江副　　瀧  中2 松村　優翔  中3 山岸　昭正  中3 大原　輝也  中1

長与中 桜が原中 三重中 祇園中 北諫早中 深堀中 西浦上中 桜が原中

2:07.45 2:08.82 2:11.81 2:13.04 2:13.89 2:14.33 2:16.01 2:17.98

白根　舜大  中2 平田真太郎  中1 本多　利貫  中2 岩本　幸大  中2 清　　智也  中3 池田　優斗  中3 今市屋晴音  中3 谷口　隆弥  中3

長与中 喜々津中 北諫早中 西大村中 祇園中 相浦中 滑石中 東長崎中

4:27.55 4:35.03 4:37.53 4:43.12 4:45.06 5:09.63 5:10.93 5:19.61

一瀬　稜太  中3 田中　稜晟  中3 林田　　湊  中3 平山　温大  中3 立花　琉真  中1 竹野　翔太  中3 正岡　大和  中2 永江　健海  中3

東長崎中 橘中 三重中 喜々津中 桜が原中 三重中 崎辺中 滑石中

1:03.72 1:04.79 1:05.14 1:08.51 1:08.74 1:12.80 1:13.12 1:14.23

一瀬　稜太  中3 田中　稜晟  中3 平山　温大  中3 谷口　凛晟  中3 白石　　涼  中1 正岡　大和  中2 浦川　　宰  中2 本田琥太郎  中3

東長崎中 橘中 喜々津中 長与第二中 御厨中 崎辺中 橘中 橘中

2:18.64 2:26.38 2:28.20 2:33.27 2:38.04 2:39.33 2:40.75 2:45.92

金丸晟之介  中3 東川　航大  中3 代田　健翔  中3 大西　航平  中2 吉田　　陽  中3 辻本　竜靖  中2 古川　悠斗  中1

宮中 北諫早中 橘中 精道三川台中 島原第三中 日見中 平戸中

1:10.21 1:13.73 1:13.86 1:16.00 1:16.72 1:17.40 1:18.95

金丸晟之介  中3 東川　航大  中3 代田　健翔  中3 大西　航平  中2 辻本　竜靖  中2 谷口　　瑛  中3 川内　遼平  中2 岩永　笙汰  中3

宮中 北諫早中 橘中 精道三川台中 日見中 滑石中 東長崎中 喜々津中

2:35.94 2:37.94 2:41.60 2:44.14 2:47.61 2:50.16 2:56.68 3:01.16
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2021/07/25～2021/07/26

会場  長崎市民総合プール長崎市民総合プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
谷口　凛晟  中3 江頭　陽太  中3 小田　　歩  中3 二股　知也  中3 山口　宝皇  中2 松山　聞汰  中1 荒木清之介  中2 上野　心瑠  中3

長与第二中 喜々津中 西浦上中 日見中 土井首中 西諫早中 滑石中 橘中

1:02.98 1:03.80 1:05.18 1:05.70 1:06.16 1:08.32 1:08.38 1:09.61

江頭　陽太  中3 田口　尋斗  中3 山口　宝皇  中2 三條　寛和  中2 小田　　歩  中3 鳥越　勇澄  中3 吉原　琉聖  中3 緒方　智大  中3

喜々津中 滑石中 土井首中 小島中 西浦上中 飯盛中 東長崎中 西諫早中

2:26.09 2:27.40 2:29.00 2:38.81 2:40.89 2:46.03 2:55.14 3:28.54

野上　海斗  中3 鳥越　慧士  中2 谷口　　巧  中2 平松　拓実  中3 大原　輝也  中1 東川　拓未  中1 永江　健海  中3 寺迫　志穏  中3

深堀中 諫高附属中 早岐中 西諫早中 桜が原中 北諫早中 滑石中 早岐中

2:19.51 2:22.34 2:26.21 2:31.07 2:31.28 2:34.60 2:38.35 2:42.24

野上　海斗  中3 鳥越　慧士  中2 谷口　　巧  中2 田口　尋斗  中3 古川　悠斗  中1 東川　拓未  中1 大町　夏輝  中3 小川　滉貴  中3

深堀中 諫高附属中 早岐中 滑石中 平戸中 北諫早中 滑石中 東長崎中

4:58.07 4:58.97 5:08.69 5:17.83 5:21.31 5:27.40 6:02.80 6:04.25

長与中  西浦上中  東長崎中  滑石中  三重中  喜々津中  橘中  

江崎　佑己  中3 大久保一心  中3 吉岡　郁斗  中3 永江　健海  中3 林田　　湊  中3 平山　温大  中3 田中　稜晟  中3

白根　舜大  中2 釜本　　玲  中3 小川　滉貴  中3 荒木清之介  中2 竹野　翔太  中3 平田真太郎  中1 上野　心瑠  中3

吉田　怜巧  中2 山岸　昭正  中3 吉原　琉聖  中3 谷口　　瑛  中3 橋口　太地  中3 岩永　笙汰  中3 本田琥太郎  中3

磯部　太一  中3 小田　　歩  中3 一瀬　稜太  中3 大内田伸介  中3 尾崎　光喜  中3 江頭　陽太  中3 田中　　惺  中3

4:01.06  Fin. 4:01.51  Fin. 4:14.44  Fin. 4:16.44  Fin. 4:17.81  Fin. 4:22.77  Fin. 4:22.82  Fin.

1:01.43  1st. 58.32  1st. 1:03.15  1st. 1:04.81  1st. 1:00.00  1st. 1:05.57  1st. 1:04.37  1st.

橘中  長与中  桜が原中  東長崎中  西浦上中  喜々津中  滑石中  三重中  

田中　稜晟  中3 白根　舜大  中2 立花　琉真  中1 一瀬　稜太  中3 小田　　歩  中3 平山　温大  中3 永江　健海  中3 橋口　太地  中3

代田　健翔  中3 岩下　陽斗  中2 堀内　悠汰  中2 川内　遼平  中2 南　　匠磨  中3 森　　大葵  中2 谷口　　瑛  中3 尾崎　光喜  中3

上野　心瑠  中3 磯部　太一  中3 大原　輝也  中1 吉原　琉聖  中3 大久保一心  中3 江頭　陽太  中3 田口　尋斗  中3 竹野　翔太  中3

田中　　惺  中3 江崎　佑己  中3 俣野　凌空  中3 吉岡　郁斗  中3 山岸　昭正  中3 岩永　笙汰  中3 大内田伸介  中3 林田　　湊  中3

4:35.29  Fin. 4:35.89  Fin. 4:37.09  Fin. 4:39.74  Fin. 4:41.90  Fin. 4:43.13  Fin. 4:45.28  Fin. 5:02.24  Fin.

1:07.81  1st. 1:10.18  1st. 1:08.86  1st. 1:03.71  1st. 1:15.31  1st. 1:10.70  1st. 1:13.60  1st. 1:25.12  1st.
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2021/07/25～2021/07/26

会場  長崎市民総合プール長崎市民総合プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
久保　紅葉  中2 竹市　綾乃  中3 寺田　七望  中2 酒井　楓香  中2 椋野　弥菜  中2 染　さくら  中1 柿原　那佳  中2 竹市　希羽  中3

北諫早中 日宇中 明峰中 高田中 山里中 長大附属中 土井首中 橘中

9:42.71 10:00.60 10:07.65 10:25.91 10:31.83 11:14.06 11:32.80 11:37.89

宮野さくら  中3 渕上　真奈  中2 増丸　亜希  中1 江頭　捺希  中3 渡邊　夢香  中2 福田　　舞  中2 山口　美雨  中3 松木　海音  中3

琴海中 緑が丘中 大村中 小ヶ倉中 長大附属中 佐々中 喜々津中 緑が丘中

28.22 28.24 28.57 29.09 29.23 29.82 29.86 30.57

前川　結衣  中2 宮野さくら  中3 江口　純歩  中3 犬塚　菜那  中2 太田　真彩  中3 福田　　舞  中2 西山　愛理  中1 篠原　実歩  中1

日野中 琴海中 西大村中 郡中 志佐中 佐々中 北諫早中 長大附属中

1:01.49 1:02.46 1:03.65 1:04.60 1:04.92 1:05.41 1:05.51 1:07.54

前川　結衣  中2 太田　真彩  中3 犬塚　菜那  中2 中野　　杏  中1 篠原　実歩  中1 堤　　凛桜  中1 行德ゆきな  中3 板谷　音邑  中1

日野中 志佐中 郡中 大野中 長大附属中 東明中 小江原中 鷹島中

2:12.09 2:19.88 2:22.43 2:24.71 2:26.49 2:26.59 2:26.78 2:27.01

久保　紅葉  中2 竹市　綾乃  中3 寺田　七望  中2 酒井　楓香  中2 堤　　凛桜  中1 椋野　弥菜  中2 板谷　音邑  中1 染　さくら  中1

北諫早中 日宇中 明峰中 高田中 東明中 山里中 鷹島中 長大附属中

4:48.54 4:55.48 4:57.58 5:03.37 5:06.69 5:08.58 5:16.33 5:22.30

上野　日優  中3 渕上　真奈  中2 山田　琉雅  中3 和田　愛生  中2 古野　夢莉  中2 橋口　ゆめ  中2 糸山　実優  中3 吉田形優花  中3

橘中 緑が丘中 諫早中 志佐中 橘中 清水中 緑が丘中 東長崎中

1:06.37 1:06.92 1:12.78 1:14.40 1:16.50 1:16.70 1:19.77 1:21.58

上野　日優  中3 和田　愛生  中2 山田　琉雅  中3 金子　咲希  中2 濵崎　俐歩  中2 橋口　ゆめ  中2 古野　夢莉  中2 蛯原　葉咲  中2

橘中 志佐中 諫早中 大野中 東長崎中 清水中 橘中 大村中

2:24.10 2:32.20 2:32.97 2:41.80 2:44.40 2:46.62 2:46.65 2:56.28

小関　綾乃  中1 下条　岬希  中2 脇園　結名  中2 松田　有加  中3 釜田　柚鈴  中3 濵崎　怜奈  中3 岩﨑　里帆  中1 新西　穂果  中2

青雲中 志佐中 真城中 志佐中 緑が丘中 東長崎中 東長崎中 桜が原中

1:17.51 1:19.73 1:21.40 1:23.88 1:25.91 1:26.20 1:28.40 1:29.77

下条　岬希  中2 松田　有加  中3 脇園　結名  中2 濵崎　怜奈  中3 中神　佑唯  中2 髙山　楓花  中3 平石　七瀬  中2 小林　世奈  中3

志佐中 志佐中 真城中 東長崎中 長崎東中 西浦上中 山里中 西大村中

2:47.94 2:52.52 2:52.85 3:08.65 3:13.09 3:15.54 3:16.02 3:24.80

岩﨑　瑞姫  中3 増丸　亜希  中1 武内　　舞  中2 松木　海音  中3 竹野　苺花  中2 横山　莉奈  中3 鬼崎　結衣  中1 中田　麻綾  中3

調川中 大村中 岩屋中 緑が丘中 三重中 桜馬場中 大野中 西泊中

1:06.84 1:07.34 1:11.66 1:12.20 1:15.84 1:17.17 1:18.17 1:19.18
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2021/07/25～2021/07/26

会場  長崎市民総合プール長崎市民総合プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
岩﨑　瑞姫  中3 赤塚　晟子  中3 永石　眞由  中3 山下　結愛  中3 西田　真衣  中3

調川中 淵中 山里中 東長崎中 橘中

2:28.78 3:05.99 3:13.41 3:36.54 3:44.92

渡邊　夢香  中2 江口　純歩  中3 釜田　柚鈴  中3 金子　咲希  中2 濵崎　俐歩  中2 藤原　　楓  中2 近藤　叶望  中1 岩元　結子  中3

長大附属中 西大村中 緑が丘中 大野中 東長崎中 滑石中 山澄中 東長崎中

2:33.77 2:36.88 2:38.80 2:41.15 2:49.66 2:52.72 2:58.74 2:59.41

近藤　叶望  中1 永石　眞由  中3 赤塚　晟子  中3 田添　　愛  中2 南里　優佳  中3 山下　結愛  中3 山口　侑晏  中3

山澄中 山里中 淵中 琴海中 東長崎中 東長崎中 西諫早中

6:12.48 6:19.46 6:23.01 6:34.93 6:49.36 7:06.77 7:41.47

緑が丘中  志佐中  長大附属中  東長崎中  北諫早中  橘中  大村中  大野中

渕上　真奈  中2 太田　真彩  中3 渡邊　夢香  中2 濵崎　俐歩  中2 久保　紅葉  中2 竹市　希羽  中3 増丸　亜希  中1 中野　　杏  中1

糸山　実優  中3 和田　愛生  中2 篠原　実歩  中1 岩元　結子  中3 松尾　麗来  中2 古野　夢莉  中2 北村　桜子  中1 鬼崎　結衣  中1

松木　海音  中3 松田　有加  中3 染　さくら  中1 吉田形優花  中3 高柳　りこ  中2 佐藤　恋奈  中3 蛯原　葉咲  中2 糸山　実華  中3

釜田　柚鈴  中3 下条　岬希  中2 前田さつき  中3 濵崎　怜奈  中3 西山　愛理  中1 上野　日優  中3 岩永　妃七  中2 金子　咲希  中2

4:24.78  Fin. 4:29.48  Fin. 4:30.43  Fin. 4:43.23  Fin. 4:44.50  Fin. 4:45.26  Fin. 4:48.56  Fin. 4:53.83  Fin.

1:02.91  1st. 1:05.28  1st. 1:03.84  1st. 1:08.21  1st. 1:05.30  1st. 1:10.40  1st. 1:04.60  1st. 1:09.22  1st.

緑が丘中  志佐中  橘中  長大附属中  東長崎中  大村中  西浦上中  西大村中  

渕上　真奈  中2 和田　愛生  中2 古野　夢莉  中2 染　さくら  中1 吉田形優花  中3 蛯原　葉咲  中2 平川　真優  中3 保利　涼那  中2

釜田　柚鈴  中3 下条　岬希  中2 長野　羽流  中2 渡邊　夢香  中2 濵崎　怜奈  中3 北村　桜子  中1 髙山　楓花  中3 小林　世奈  中3

松木　海音  中3 太田　真彩  中3 上野　日優  中3 篠原　実歩  中1 南里　優佳  中3 増丸　亜希  中1 三嶋　真桜  中1 江口　純歩  中3

糸山　実優  中3 松田　有加  中3 竹市　希羽  中3 前田さつき  中3 濵崎　俐歩  中2 岩永　妃七  中2 三嶋　　芽  中3 田中　優姫  中2

4:55.61  Fin. 4:58.46  Fin. 5:07.64  Fin. 5:15.98  Fin. 5:20.50  Fin. 5:24.22  Fin. 5:28.85  Fin. 5:34.18  Fin.

1:08.13  1st. 1:14.39  1st. 1:16.06  1st. 1:22.53  1st. 1:20.06  1st. 1:26.31  1st. 1:23.56  1st. 1:26.86  1st.
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