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2022/07/23～2022/07/24

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
桜が原中 滑石中 東長崎中 長与中 北諫早中 長崎南山中 小江原中 橘中

86.0 74.0 46.0 45.0 35.0 27.0 24.0 21.0

大村中 東長崎中 土井首中 北諫早中 真城中 志佐中 大野中 山里中

52.0 45.0 42.0 40.0 38.0 29.0 28.0 27.0
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2022/07/23～2022/07/24

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
平田真太郎  中2 古川　悠斗  中2 岩本　幸大  中3 本多　利貫  中3 茂見　清斗  中1 鈴山　瑞稀  中2 田中　　隼  中1 早﨑心太朗  中3

喜々津中 平戸中 西大村中 北諫早中 諫早中 長崎東中 山里中 岩屋中

17:17.83  Fin. 17:39.10  Fin. 17:39.74  Fin. 18:28.77  Fin. 18:49.23  Fin. 18:59.62  Fin. 19:45.73  Fin. 20:14.23  Fin.

9:09.10  800 9:21.83  800 9:24.65  800 9:41.26  800 9:58.49  800 10:00.95  800 10:27.71  800 10:42.92  800

髙比良竜一  中3 荒木清之介  中3 石橋　厚志  中3 松田　絢伸  中2 堀内　悠汰  中3 松浦　陵太  中2 濵崎　　純  中3 平方　佑樹  中3

小江原中 滑石中 戸町中 滑石中 桜が原中 祇園中 郡中 真城中

25.46 26.32 26.41 27.05 27.52 27.68 27.68 27.92

（同6位）

髙比良竜一  中3 石橋　厚志  中3 立花　琉真  中2 江副　　瀧  中3 米澤　龍哉  中3 三條　寛和  中3 濵崎　　純  中3 森本　　基  中3

小江原中 戸町中 桜が原中 北諫早中 野母崎中 小島中 郡中 清水中

57.90 58.02 58.25 58.57 59.99 1:01.60 1:01.92 1:05.81

白根　舜大  中3 谷口　　巧  中3 米澤　龍哉  中3 江副　　瀧  中3 大良　恵心  中2 橋口　拓海  中3 坂本　敦紀  中1 前田　直樹  中2

長与中 早岐中 野母崎中 北諫早中 長崎南山中 東長崎中 長崎南山中 佐々中

2:00.18 2:04.49 2:11.09 2:11.28 2:18.90 2:19.66 2:21.02 2:24.27

白根　舜大  中3 平田真太郎  中2 谷口　　巧  中3 岩本　幸大  中3 柴原　涼太  中2 本多　利貫  中3 鈴山　瑞稀  中2 茂見　清斗  中1

長与中 喜々津中 早岐中 西大村中 桜が原中 北諫早中 長崎東中 諫早中

4:18.46 4:22.39 4:23.53 4:30.87 4:33.84 4:41.51 4:47.18 4:49.45

浦川　　宰  中3 井上　泰我  中2 古川　悠斗  中2 正岡　大和  中3 織田　晃豪  中2 山口　瑠輝  中1 内田　宗佑  中1 森本　　基  中3

橘中 長崎東中 平戸中 崎辺中 青雲中 東長崎中 小江原中 清水中

1:05.73 1:08.60 1:09.90 1:10.26 1:11.81 1:12.00 1:12.39 1:15.05

立花　琉真  中2 浦川　　宰  中3 内田　宗佑  中1 正岡　大和  中3 堀内　結翔  中1 白石　　涼  中2 森　　大葵  中3 織田　晃豪  中2

桜が原中 橘中 小江原中 崎辺中 桜が原中 御厨中 喜々津中 青雲中

2:22.11 2:26.02 2:30.24 2:31.77 2:37.04 2:37.64 2:39.38 2:41.28

大西　航平  中3 堀内　悠汰  中3 辻本　竜靖  中3 川内　遼平  中3 東川　拓未  中2 吉田　竜漸  中1 鴨川　優人  中3

精道三川台中 桜が原中 日見中 東長崎中 北諫早中 崎辺中 郡中

1:13.59 1:14.53 1:14.70 1:18.02 1:18.08 1:20.14 1:20.94

秋山諒大郎  中2 大西　航平  中3 柴原　涼太  中2 辻本　竜靖  中3 川内　遼平  中3 古川　　凌  中3 鴨川　優人  中3 岩下　陽斗  中3

滑石中 精道三川台中 桜が原中 日見中 東長崎中 西泊中 郡中 長与中

2:39.80 2:40.04 2:41.04 2:41.43 2:50.58 2:51.49 2:51.76 2:59.21

2022/07/24 17:08:57 SEIKO Swimming Results System

背泳ぎ 
 100m 
決勝

背泳ぎ 
 200m 
決勝

平泳ぎ 
 100m 
決勝

平泳ぎ 
 200m 
決勝

自由形 
1500m 

タイム決勝

自由形 
  50m 
決勝

自由形 
 100m 
決勝

自由形 
 200m 
決勝

自由形 
 400m 
決勝



令和４年度 長崎県中学校総合体育大会 水泳競技 男子成績一覧表 Page 2

2022/07/23～2022/07/24

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
荒木清之介  中3 山口　宝皇  中3 大良　恵心  中2 松山　聞汰  中2 髙野　航史  中3 平方　佑樹  中3 松浦　陵太  中2 井手　大雅  中3

滑石中 土井首中 長崎南山中 西諫早中 岩屋中 真城中 祇園中 東長崎中

1:02.65 1:04.68 1:06.83 1:06.97 1:08.41 1:08.49 1:08.52 1:12.47

鳥越　慧士  中3 東川　拓未  中2 山口　宝皇  中3 髙野　航史  中3 松山　聞汰  中2 三條　寛和  中3 齊藤　瑛介  中2 森　　仁摩  中1

諫高附属中 北諫早中 土井首中 岩屋中 西諫早中 小島中 滑石中 諫早中

2:15.66 2:28.48 2:32.62 2:32.90 2:35.83 2:36.47 2:46.45 2:53.31

鳥越　慧士  中3 大原　輝也  中2 田中　優丞  中1 亀渕隼太郎  中3 吉田　怜巧  中3 柴田　　翔  中1 森　　仁摩  中1 仲野　州登  中2

諫高附属中 桜が原中 東長崎中 西大村中 長与中 長崎南山中 諫早中 中里中

2:20.14 2:22.25 2:31.66 2:39.86 2:40.83 2:42.31 2:49.28 2:52.83

大原　輝也  中2 西川都佑麻  中2 濵崎　　滉  中2 川上　八雲  中2 山下蒼士郎  中2 内　　康樹  中3

桜が原中 滑石中 東長崎中 滑石中 滑石中 諫早中

5:00.00 5:35.37 5:49.04 6:07.67 6:31.51 6:37.79

桜が原中  中 滑石中  中 長与中  中 岩屋中  中 東長崎中  中 北諫早中  中 長崎南山中  中 西浦上中  中

立花　琉真  中2 荒木清之介  中3 吉田　怜巧  中3 髙野　航史  中3 橋口　拓海  中3 江副　　瀧  中3 坂本　敦紀  中1 大久保良道  中2

大原　輝也  中2 松田　絢伸  中2 小浦諒太郎  中3 舛屋　広大  中3 福田　朝陽  中1 東川　拓未  中2 久保　友心  中1 谷口　健大  中3

堀内　悠汰  中3 松永　康志  中2 岩下　陽斗  中3 早﨑心太朗  中3 山口　瑠輝  中1 酒井　晴矢  中2 柴田　　翔  中1 宮田　悠斗  中3

柴原　涼太  中2 秋山諒大郎  中2 白根　舜大  中3 舛屋　優大  中3 田中　優丞  中1 本多　利貫  中3 大良　恵心  中2 野中　泰然  中2

4:00.96  Fin. 4:05.16  Fin. 4:05.20  Fin. 4:10.14  Fin. 4:15.59  Fin. 4:16.01  Fin. 4:22.15  Fin. 4:23.42  Fin.

58.45  1st. 58.11  1st. 1:03.06  1st. 59.93  1st. 1:04.06  1st. 59.96  1st. 1:04.88  1st. 1:02.52  1st.

桜が原中  中 滑石中  中 長与中  中 東長崎中  中 長崎南山中  中 橘中  中 郡中  中 早岐中  中

立花　琉真  中2 松田　絢伸  中2 吉田　怜巧  中3 田中　優丞  中1 坂本　敦紀  中1 浦川　　宰  中3 山口元太郎  中3 谷口　　巧  中3

堀内　悠汰  中3 秋山諒大郎  中2 石川　充希  中2 川内　遼平  中3 柴田　　翔  中1 林　　珠喜  中2 鴨川　優人  中3 石﨑　優太  中2

大原　輝也  中2 荒木清之介  中3 白根　舜大  中3 井手　大雅  中3 大良　恵心  中2 渡部　一翔  中3 古賀　翔貴  中3 谷口　　遼  中1

柴原　涼太  中2 松永　康志  中2 岩下　陽斗  中3 橋口　拓海  中3 久保　友心  中1 稲冨　翔大  中3 濵崎　　純  中3 末吉   萊樹  中3

4:28.12  Fin. 4:34.59  Fin. 4:35.94  Fin. 4:41.08  Fin. 4:53.14  Fin. 4:53.74  Fin. 4:59.71  Fin. 5:06.25  Fin.

1:06.20  1st. 1:13.66  1st. 1:13.55  1st. 1:10.12  1st. 1:13.34  1st. 1:05.25  1st. 1:17.33  1st. 1:10.10  1st.
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2022/07/23～2022/07/24

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3 寺田　七望  中3 金子　奈央  中3 下平　聖海  中3

北諫早中 明峰中 東長崎中 東長崎中

9:41.06 10:20.35 12:57.13 13:17.38

増丸　亜希  中2 渡邊　夢香  中3 福田　　舞  中3 里　　優希  中2 西山　愛理  中2 板谷　音邑  中2 竹野　苺花  中3 林田よつば  中1

大村中 長大附属中 佐々中 真城中 北諫早中 鷹島中 三重中 長与第二中

28.39 29.05 29.28 29.50 29.66 29.66 30.38 30.67

（同5位）

前川　結衣  中3 福田　　舞  中3 西山　愛理  中2 福本　理乃  中1 板谷　音邑  中2 久保ちひろ  中1 三嶋　真桜  中2 篠原　実歩  中2

日野中 佐々中 北諫早中 諫高附属中 鷹島中 高田中 西浦上中 長大附属中

1:01.50 1:03.82 1:05.32 1:05.52 1:05.62 1:07.72 1:08.35 1:09.24

前川　結衣  中3 橋口　ゆめ  中3 酒井　楓香  中3 中野　　杏  中2 山口　穂歌  中1 平山　千隼  中1 犬塚　菜那  中3 大津　美緒  中2

日野中 清水中 高田中 大野中 滑石中 三重中 郡中 淵中

2:11.63 2:18.65 2:20.18 2:20.84 2:26.31 2:26.35 2:27.54 2:34.88

久保　紅葉  中3 寺田　七望  中3 中野　　杏  中2 酒井　楓香  中3 山口　穂歌  中1 平山　千隼  中1 大津　美緒  中2 池田　美悠  中2

北諫早中 明峰中 大野中 高田中 滑石中 三重中 淵中 諫早中

4:48.00 4:57.66 4:57.85 4:58.82 5:03.00 5:03.04 5:26.48 6:01.04

渕上　真奈  中3 橋口　ゆめ  中3 和田　愛生  中3 古野　夢莉  中3 川﨑　早紋  中2 近藤　瑠菜  中2 今村　　葵  中2 蛯原　葉咲  中3

緑が丘中 清水中 志佐中 橘中 真城中 長与中 土井首中 大村中

1:06.67 1:12.74 1:14.26 1:15.59 1:17.64 1:18.77 1:20.07 1:21.52

渕上　真奈  中3 和田　愛生  中3 古野　夢莉  中3 濵崎　俐歩  中3 川﨑　早紋  中2 蛯原　葉咲  中3 今村　　葵  中2 酒井　　葵  中3

緑が丘中 志佐中 橘中 東長崎中 真城中 大村中 土井首中 長与第二中

2:27.32 2:36.54 2:42.32 2:44.70 2:52.53 2:52.65 2:53.43 2:56.55

下条　岬希  中3 小関　綾乃  中2 岩﨑　里帆  中2 山道ほのか  中1 平石　七瀬  中3 中神　佑唯  中3 北村　桜子  中2 保利　涼那  中3

志佐中 青雲中 東長崎中 長崎日大中 山里中 長崎東中 大村中 西大村中

1:17.24 1:18.75 1:19.25 1:23.53 1:27.65 1:27.67 1:29.84 1:31.86

下条　岬希  中3 小関　綾乃  中2 岩﨑　里帆  中2 脇園　結名  中3 山道ほのか  中1 平石　七瀬  中3 中神　佑唯  中3 坂西　　陽  中1

志佐中 青雲中 東長崎中 真城中 長崎日大中 山里中 長崎東中 清水中

2:46.80 2:50.91 2:53.58 2:54.13 3:00.71 3:05.39 3:14.22 3:22.22

増丸　亜希  中2 江尻　弥央  中2 竹野　苺花  中3 松田ひかり  中3 藤原　　楓  中3 鬼崎　結衣  中2 原口　夏寧  中1 下田　陽香  中3

大村中 土井首中 三重中 西浦上中 滑石中 大野中 長与中 長与中

1:07.54 1:08.73 1:13.29 1:14.34 1:15.11 1:16.32 1:18.08 1:23.97
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2022/07/23～2022/07/24

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
藤原　　楓  中3 江尻　弥央  中2 迎　　彩羽  中1 松田ひかり  中3 椋野　弥菜  中3 松本　愛望  中3

滑石中 土井首中 日宇中 西浦上中 山里中 明峰中

2:45.27 2:46.49 2:46.56 2:48.59 3:02.12 4:06.20

渡邊　夢香  中3 犬塚　菜那  中3 金子　咲希  中3 林田よつば  中1 前田　凛桜  中2 福本　理乃  中1 近藤　叶望  中2 濵崎　俐歩  中3

長大附属中 郡中 大野中 長与第二中 東明中 諫高附属中 山澄中 東長崎中

2:35.19 2:36.96 2:42.89 2:43.19 2:46.42 2:48.23 2:48.24 2:52.54

金子　咲希  中3 前田　凛桜  中2 椋野　弥菜  中3 近藤　叶望  中2 下田　桃子  中2 田添　　愛  中3

大野中 東明中 山里中 山澄中 丸尾中 琴海中

5:43.39 5:44.18 5:50.79 5:57.98 6:34.16 6:36.79

大村中  中 北諫早中  中 土井首中  中 長与中  中 東長崎中  中 西浦上中  中 真城中  中 西大村中  中

蛯原　葉咲  中3 西山　愛理  中2 江尻　弥央  中2 近藤　瑠菜  中2 竹野　沙妃  中3 三嶋　真桜  中2 里　　優希  中2 田中　優姫  中3

北村　桜子  中2 松尾　麗来  中3 今村　　葵  中2 熊野　真子  中3 金子　奈央  中3 松田ひかり  中3 平野　　陽  中3 保利　涼那  中3

岩永　妃七  中3 高柳　りこ  中3 土肥　詠実  中3 原田　咲結  中2 岩﨑　里帆  中2 柴田　美空  中1 川﨑　早紋  中2 本川　花梨  中3

増丸　亜希  中2 久保　紅葉  中3 柿原　那佳  中3 下田　陽香  中3 濵崎　俐歩  中3 松田さくら  中1 脇園　結名  中3 末竹　由依  中1

4:39.80  Fin. 4:41.20  Fin. 4:45.67  Fin. 4:48.65  Fin. 4:51.39  Fin. 4:52.87  Fin. 4:53.15  Fin. 4:57.77  Fin.

1:11.97  1st. 1:06.39  1st. 1:06.61  1st. 1:10.67  1st. 1:15.42  1st. 1:08.80  1st. 1:10.11  1st. 1:17.34  1st.

真城中  中 大村中  中 土井首中  中 山里中  中 東長崎中  中 橘中  中 長与中  中 西大村中  中

川﨑　早紋  中2 蛯原　葉咲  中3 今村　　葵  中2 橋本　彩花  中2 濵崎　俐歩  中3 高野ゆあい  中2 近藤　瑠菜  中2 楠本　唯織  中3

脇園　結名  中3 北村　桜子  中2 土肥　詠実  中3 平石　七瀬  中3 岩﨑　里帆  中2 長野　羽流  中3 下田　陽香  中3 保利　涼那  中3

平野　　陽  中3 増丸　亜希  中2 江尻　弥央  中2 椋野　弥菜  中3 宮澤　麻衣  中2 古野　夢莉  中3 原口　夏寧  中1 末竹　由依  中1

里　　優希  中2 岩永　妃七  中3 柿原　那佳  中3 平石　千晶  中1 竹野　沙妃  中3 里　　渚帆  中1 原田　咲結  中2 田中　優姫  中3

5:14.00  Fin. 5:16.76  Fin. 5:23.30  Fin. 5:26.16  Fin. 5:29.33  Fin. 5:35.87  Fin. 5:39.78  Fin. 5:44.67  Fin.

1:17.19  1st. 1:22.81  1st. 1:17.61  1st. 1:24.82  1st. 1:17.67  1st. 1:23.93  1st. 1:20.23  1st. 1:33.12  1st.
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バタフライ 
 200m 
決勝

個人メドレー 
 200m 
決勝

個人メドレー 
 400m 
決勝

フリーリレー 
4x100m 

決勝

メドレーリ
レー 

4x100m 
決勝


