
平成28年度 第68回 長崎県高等学校総合体育大会 水泳競技　決勝結果 　は同順位 平成28年6月4日(土)，5日(日)

長崎市民総合プール

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

距離 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年 選手名 学校名　学年

種目 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録

50M 松永さゆり 佐世保商業2 天野恵梨子 長崎西2 原口明日香 長崎北陽台2 山田彩優美 長崎北陽台3 石田　七海 長崎商業1 田口　舞波 諫早商業1 米倉　詩織 佐世保商業1 山口紗恵子 長崎工業3

自由形 0:27.70 　　 0:28.04 　　 0:28.08 　　 0:28.63 　　 0:28.66 　　 0:28.92 　　 0:29.14 　　 0:30.54 　　

100M 松永さゆり 佐世保商業2 原口明日香 長崎北陽台2 山田彩優美 長崎北陽台3 原野　杏莉 長崎商業2 米倉　詩織 佐世保商業1 田口　舞波 諫早商業1 天野恵梨子 長崎西2 田中しゅり 長崎南1

自由形 0:59.87 　　 1:01.81 　　 1:02.36 　　 1:02.54 　　 1:03.38 　　 1:03.62 　　 1:04.61 　　 1:07.41 　　

200M 原田　梨花 長崎南3 原野　杏莉 長崎商業2 末竹　唯 長崎商業1 岩本　美瑛 諫早商業1 久岡　華子 諫早1 八百山　鈴 長崎北陽台2 山口紗恵子 長崎工業3 平田　理歩 長崎商業1

自由形 2:11.92 　　 2:12.35 　　 2:15.72 　　 2:16.21 　　 2:18.66 　　 2:23.20 　　 2:24.10 　　 2:26.03 　　

400M 丸尾　桃子 諫早商業3 南里　愛恵 佐世保南2 前川　梨音 佐世保北3 茂見　美優 諫早商業1 丸尾　栞那 諫早商業1 水町　凪 九州文化学園3 東　樹莉 長崎商業1 福島　里菜 長崎南1

自由形 4:34.88 　　 4:47.15 　　 4:51.72 　　 4:54.83 　　 4:55.41 　　 4:56.11 　　 5:18.56 　　 5:27.05 　　

800M 丸尾　桃子 諫早商業3 前川　梨音 佐世保北3 南里　愛恵 佐世保南2 茂見　美優 諫早商業1 丸尾　栞那 諫早商業1 福島　里菜 長崎南1 井上　綺乃 長崎南3 松崎　涼香 長崎西2

自由形 9:22.02 　　 9:49.02 　　 9:50.58 　　 10:03.42 　　 10:12.61 　　 11:08.35 　　 11:15.22 　　 11:45.70 　　

100M 柳川茉莉生 長崎商業1 木下美菜子 長崎商業3 白川　佳乃 海星1 川下真理奈 諫早商業3 川﨑　円香 長崎商業3 山下　千尋 佐世保南3 濱田明珠美 諫早商業3 川野　碧夕 長崎西1

背泳ぎ 1:08.69 　　 1:10.32 　　 1:10.60 　　 1:10.90 　　 1:11.36 　　 1:13.97 　　 1:15.73 　　 1:15.73 　　

200M 柳川茉莉生 長崎商業1 木下美菜子 長崎商業3 川﨑　円香 長崎商業3 白川　佳乃 海星1 川下真理奈 諫早商業3 山下　千尋 佐世保南3 澤田　莉奈 九州文化学園3 濱田明珠美 諫早商業3

背泳ぎ 2:29.27 　　 2:31.41 　　 2:32.30 　　 2:34.22 　　 2:36.58 　　 2:42.03 　　 2:44.08 　　 2:46.01 　　

100M 川原　美優 長崎商業3 前田　奈桜 長崎商業2 藤原　朱里 長崎商業2 淺野　美央 諫早農業2 林　唯衣 瓊浦2 山口　茜 長崎南2 喜多理紗子 長崎南3 里　憂奈 瓊浦1

平泳ぎ 1:15.93 　　 1:16.40 　　 1:16.48 　　 1:22.92 　　 1:24.10 　　 1:24.25 　　 1:24.81 　　 1:26.06 　　

200M 川原　美優 長崎商業3 藤原　朱里 長崎商業2 淺野　美央 諫早農業2 前田　奈桜 長崎商業2 林　唯衣 瓊浦2 山口　茜 長崎南2 大山春菜子 長崎南1 里　憂奈 瓊浦1

平泳ぎ 2:40.64 　　 2:44.38 　　 2:52.07 　　 2:52.99 　　 2:59.98 　　 3:00.46 　　 3:03.59 　　 3:04.75 　　

100M 原田　梨花 長崎南3 中富　莉渉 長崎北2 末竹　唯 長崎商業1 田中　泳美 諫早商業3 石田　七海 長崎商業1 水町　凪 九州文化学園3 松崎　涼香 長崎西2 永井　知美 佐世保南2

バタフライ 1:04.63 　　 1:05.65 　　 1:06.93 　　 1:07.76 　　 1:10.06 　　 1:12.98 　　 1:14.50 　　 1:15.64 　　

200M 中富　莉渉 長崎北2 田中　泳美 諫早商業3 松田　楠 佐世保商業1 渋谷　彩音 長崎北2 小原由梨乃 諫早商業3 杉原　恵美 瓊浦2 長田　果歩 諫早商業2 宮野　彩香 長崎南3

バタフライ 2:23.72 　　 2:28.57 　　 2:44.08 　　 2:53.39 　　 2:56.30 　　 3:07.68 　　 3:11.06 　　 3:15.53 　　

200M 吉原　杏実 長崎北1 久岡　華子 諫早1 岩本　美瑛 諫早商業1 西村　花菜 長崎西3 平田　理歩 長崎商業1 岳下　美希 長崎北2 永井　知美 佐世保南2 田中　彩 佐世保商業2

個人メドレー 2:25.35 　　 2:30.99 　　 2:32.14 　　 2:33.53 　　 2:34.41 　　 2:38.35 　　 2:42.55 　　 2:46.07 　　

400M 吉原　杏実 長崎北1 西村　花菜 長崎西3 岳下　美希 長崎北2 田中　彩 佐世保商業2 澤田　莉奈 九州文化学園3 林田　綾音 瓊浦2 松本　萌里 諫早商業3 田添　智早 瓊浦3

個人メドレー 5:07.34 　　 5:28.20 　　 5:31.88 　　 5:35.58 　　 5:35.86 　　 5:53.95 　　 6:03.93 　　 6:30.51 　　

400M 1 原野　杏莉 長崎商業2 丸尾　桃子 諫早商業3 吉原　杏実 長崎北1 米倉　詩織 佐世保商業1 喜多理紗子 長崎南3 天野恵梨子 長崎西2 古川　未来 瓊浦1 山崎　千晏 純心女子1

フリーリレー 2 末竹　唯 長崎商業1 田口　舞波 諫早商業1 渋谷　彩音 長崎北2 松永さゆり 佐世保商業2 山口　茜 長崎南2 西村　花菜 長崎西3 林田　綾音 瓊浦2 西村　和奏 純心女子2

3 藤原　朱里 長崎商業2 田中　泳美 諫早商業3 岳下　美希 長崎北2 田中　彩 佐世保商業2 田中しゅり 長崎南1 溝口　真由 長崎西3 河本　紗羽 瓊浦3 古川　綾乃 純心女子2

4 川原　美優 長崎商業3 岩本　美瑛 諫早商業1 中富　莉渉 長崎北2 松田　楠 佐世保商業1 原田　梨花 長崎南3 松崎　涼香 長崎西2 林　唯衣 瓊浦2 下村　真樹 純心女子3

4:09.24 　　 4:12.00 　　 4:14.05 　　 4:21.54 　　 4:23.20 　　 4:31.31 　　 4:33.89 　　 5:01.75 　　

（第1泳者） 1:03.13 　　 1:01.33 　　 1:01.64 　　 1:03.60 　　 1:07.97 　　 1:04.83 　　 1:06.53 　　 1:17.83 　　

400M 1 柳川茉莉生 長崎商業1 川下真理奈 諫早商業3 中富　莉渉 長崎北2 木下　理央 長崎南3 川野　碧夕 長崎西1 松永さゆり 佐世保商業2 河本　紗羽 瓊浦3 宮田　碧 長崎工業2

メドレーリレー 2 川原　美優 長崎商業3 岩本　美瑛 諫早商業1 吉原　杏実 長崎北1 喜多理紗子 長崎南3 松崎　涼香 長崎西2 田中　彩 佐世保商業2 林　唯衣 瓊浦2 宮嶋沙耶佳 長崎工業2

3 末竹　唯 長崎商業1 田中　泳美 諫早商業3 岳下　美希 長崎北2 原田　梨花 長崎南3 西村　花菜 長崎西3 松田　楠 佐世保商業1 林田　綾音 瓊浦2 山口紗恵子 長崎工業3

4 原野　杏莉 長崎商業2 丸尾　桃子 諫早商業3 渋谷　彩音 長崎北2 山口　茜 長崎南2 天野恵梨子 長崎西2 米倉　詩織 佐世保商業1 古川　未来 瓊浦1 米永　玲奈 長崎工業1

4:36.18 　　 4:43.10 　　 4:48.36 　　 4:53.40 　　 4:56.95 　　 4:58.95 　　 5:03.43 　　 5:47.51 　　

（第1泳者） 1:09.95 　　 1:12.71 　　 1:11.77 　　 1:18.90 　　 1:16.51 　　 1:09.82 　　 1:18.22 　　 1:31.61 　　

長崎商業は１２年ぶり７度目の優勝

順位 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位 11 位 12 位 13 位 13 位 15 位

学校名 長崎商業 諫早商業 長崎北 長崎南 佐世保商業 長崎西 長崎北陽台 瓊浦 佐世保南 佐世保北 九州文化学園 諫早 海星 諫早農業 長崎工業

得点 152 111 69 52 50 40 27 25 22 13 12 11 11 11 5

順位 16 位

学校名 純心女子

得点 2

女子


