
平成２９年度　佐世保市中学校体育大会水泳競技（男子の部） 上位入賞者

氏名・学年 所属 記録 氏名・学年 所属 記録 氏名・学年 所属 記録 氏名・学年 所属 記録

川島　聖凪 浦田　幸輝 中神　稜騎 松本　俊介

久家　颯翔 近藤　史基 川口　雅人 有川　哲生

中西　優季 近藤　澄弥 南里　慶太郎 音成　優虎

力岡　航平 山下　春暉 田中　隆聖 田端　大暉

小栁　修亮 中原　和希

松田　隼人 小川　拓人

山口　大輝 吉村　尚之助

土屋　晴彦 志方　琉輝空

共 1500m自由形 吉村　和真 広田 17:08.08 南里　慶太郎 日宇 18:46.66 大串　侑祐 大野 21:01.46 谷口　偉琉 早岐 21:02.34

共 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 近藤　澄弥 山澄 5:25.54 近藤　史基 山澄 5:48.29 中原　丈一郎 江迎 5:51.95 木田　眞士 早岐 6:08.83

1 50m自由形 有川　哲生 佐々 0:29.68 島内　森ノ介 小佐々 0:31.77 永江　健太郎 早岐 0:33.07 八頭司　皓貴 広田 0:34.43

共 50m自由形 本村　孝徳 日野 0:27.67 力岡　航平 早岐　 0:28.85 堤　稜斗 日宇 0:29.01 田中　隆聖 日宇 0:29.20

共 50m平泳ぎ 東　輝流 日宇 0:39.50 近藤　佑紀 日宇 0:39.69 吉田　雄翔 大野 0:40.42 山口　侑大 大野 0:41.26

共 50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 松田　健志 大野 0:35.56 藤　亮介 佐世保北 0:36.01 大野　新生 早岐 0:36.22 樋口　拓真 日宇 0:36.79

共 50m背泳ぎ 尾崎　将吾 祇園 0:35.98 大野　晃河 日宇 0:37.67 田中　詩案 早岐 0:39.91 柴田　龍一 日宇 0:41.97

共 200m平泳ぎ 久家　颯翔 早岐　 2:50.12 中野　彩人 大野 2:58.20 木田　眞士 早岐 2:59.25 音成　優虎　 佐々 3:01.79

共 200m自由形 太田　諒 佐世保北 2:05.51 小串　爽太 祇園 2:08.00 前田　羽太 相浦 2:16.54 山下　春暉 山澄 2:24.71

共 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 中西　優季 早岐 2:42.91 近藤　史基 山澄 2:51.43 中原　丈一郎 江迎　 3:00.92 中神　稜騎 日宇 3:02.29

共 200m背泳ぎ 浦田　幸輝 山澄 2:26.17 松本　俊介 佐々 2:32.57 戸上　倫太朗 東明 2:44.74 川島　聖凪 早岐 2:46.80

共 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 吉村　和真　 広田 2:22.00 近藤　澄弥 山澄 2:31.94 音成　優虎 佐々 2:41.47 松田　隼人 大野 2:45.84

共 100m平泳ぎ 力岡　航平 早岐 1:17.91 川口　雅人 日宇 1:19.14 中野彩人 大野 1:19.43 長尾　響弥 大野 1:28.49

1 100m平泳ぎ 永江　健太郎 早岐 1:31.10 田﨑　空世 愛宕 1:33.15 小川　拓人 日宇 1:40.81 吉村　光 日野 1:45.72

共 100m自由形 太田　諒 佐世保北 0:57.12 小串　爽太 祇園 0:59.95 本村　孝徳 日野　 1:00.72 中原　脩玖 日宇 1:03.63

1 100m自由形 山下　春暉 山澄 1:06.38 島内　森ノ介 小佐々 1:09.46 井上　裕貴 山澄 1:17.81 瀬戸島　大樹 崎辺 1:23.17

共 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 中西　優季 早岐 1:12.28 吉原　大貴 日宇 1:16.68 松田　健志 大野 1:18.91 久家　颯翔 早岐 1:20.96

1 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 大川内　優 愛宕 1:18.77 竹内　鳴 早岐　 1:34.47 梅田　立乃介 日野　 1:41.09 吉村　尚之助 日宇 1:43.02

共 100m背泳ぎ 浦田　幸輝 山澄 1:09.38 松本　俊介 佐々 1:10.56 川島　聖凪 早岐 1:14.88 中神　稜騎 日宇 1:20.00

1 100m背泳ぎ 戸上　倫太朗 東明 1:18.27 竹内　鳴 早岐　 1:39.87 瀬戸島　大樹 崎辺 1:40.18 吉村　尚之助 日宇 1:40.57

共 400m自由形 南里　慶太郎 日宇 4:49.55 前田　羽太 相浦 4:52.37 江川　琉世 愛宕 5:19.84 大串　侑祐 大野 5:26.02

峯村　拓歩 吉村　尚之助 梅田　立乃介

瀬戸島　大樹 中原　脩玖 松永　楓太

中村　勝真 小川　拓人 福島　遼

白石　脩馬 志方　琉輝空 吉村　光

南里　慶太郎 近藤　澄弥 谷口　偉琉 松田　隼人

田中　隆聖 山下　春暉 力岡　航平 大串　侑祐

中原　脩玖 浦田　幸輝 久家　颯翔 村山　泰輝

堤　稜斗 田中　逸 郡司　亘 中野　彩人

順位 得点

１位 210 天候

２位 174 時間

３位 117 気温 26℃

４位 96 水温 24.5℃

５位 57 気温 29.0℃

６位 45 水温 25.5℃
13:00

広田中学校・日野中学校

総合順位

4:24.00 大野 4:35.21共 400Mﾘﾚｰ 日宇 4:17.66 山澄 4:23.84 早岐

佐々中学校

山澄中学校

気象条件

1 200Mﾘﾚｰ 崎辺 2:34.36 日宇 2:46.14 日野 3:01.67

1 200m
ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 大野 2:57.87 日宇

佐々 5:18.59

種目

共
400m

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
早岐 4:51.81 山澄 4:52.52 日宇

大野中学校

日宇中学校

早岐中学校

学校名

4:54.61

2:58.00

気温・水温

9:00

順位 １位 ２位 ３位 ４位


