
令和4年度佐賀県中学校体育大会水泳競技

順位 所属名 得点
1 鍋島中 69.0 ２大会連続３回目

2 城東中 67.0
3 鳥栖中 45.0
4 金泉中 38.0
5 大和中 28.0
6 鳥栖西中 27.0
7 田代中 25.0
8 北茂安中 19.0
8 成章中 19.0
10 小城中 18.0
11 西部中 17.0
11 香楠中 17.0
13 思斉中 15.0
14 有田中 14.0
15 城西中 12.0
15 国見中 12.0
17 啓成中 11.0
18 第五中 10.0
18 脊振中 10.0
18 武雄中 10.0
21 城北中 8.0
22 鏡中 7.0
22 玄海みらい学園 7.0
24 浜玉中 5.0
25 昭栄中 1.0
25 多良中 1.0

女子    総合



令和4年度佐賀県中学校体育大会水泳競技

順位 所属名 得点
1 城東中 71.0 初優勝

2 城北中 60.0
3 北茂安中 59.0
4 致遠館中 55.0
5 鳥栖中 32.0
6 鍋島中 30.0
6 昭栄中 30.0
8 小城中 25.0
9 鬼塚中 23.0
10 西部中 20.0
11 三日月中 19.0
11 金泉中 19.0
13 鳥栖西中 18.0
13 西有田中 18.0
15 牛津中 16.0
16 武雄青陵中 15.0
16 思斉中 15.0
18 中央校 14.0
19 伊万里中 13.0
20 武雄中 12.0
21 大和中 6.0
21 第一中 6.0
23 附属中 3.0
23 多良中 3.0
23 成章中 3.0
23 山内中 3.0
27 塩田中 2.0
27 第五中 2.0

男子    総合



令和4年度佐賀県中学校体育大会水泳競技 女子成績一覧表 全学年

2022/07/16

会場  SAGAアクア

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
榊原　美優  中2 中山　　和  中3 島　　七海  中2 中島　瑞季  中3 岩谷　瑞稀  中3 安藤　玲奈  中2 田島　彩希  中3 進藤　舞桜  中3

大和中 武雄中 西部中 鳥栖中 有田中 成章中 城北中 浜玉中

28.86 29.36 29.38 29.60 30.04 30.54 30.80 30.91

平島　香子  中3 副島　日向  中1 船津　瑞葵  中3 宮田　望愛  中1 一木　華澄  中3 井本　晴菜  中3 荒金友里菜  中2 小林　加歩  中3

鳥栖西中 城東中 香楠中 脊振中 鳥栖西中 小城中 北茂安中 城北中

2:17.30 2:20.80 2:25.39 2:25.52 2:30.31 2:30.32 2:33.33 2:35.28

於保　明沙  中1 石河　心羽  中2 森近　まの  中3 大林　由乃  中1 寺﨑　璃子  中3 川上　真央  中3

小城中 鳥栖中 啓成中 金泉中 鍋島中 思斉中

9:53.27 10:10.55 10:31.46 10:38.00 13:34.25 14:00.28

榊原　美優  中2 岩谷　瑞稀  中3 島　　七海  中2 中山　　和  中3 中島　瑞季  中3 安藤　玲奈  中2 田島　彩希  中3 進藤　舞桜  中3

大和中 有田中 西部中 武雄中 鳥栖中 成章中 城北中 浜玉中

28.36 28.58 29.07 29.31 29.48 30.05 30.57 30.79

平島　香子  中3 副島　日向  中1 宮田　望愛  中1 船津　瑞葵  中3 一木　華澄  中3 井本　晴菜  中3 荒金友里菜  中2 小林　加歩  中3

鳥栖西中 城東中 脊振中 香楠中 鳥栖西中 小城中 北茂安中 城北中

2:16.63 2:17.07 2:23.88 2:26.86 2:28.49 2:29.87 2:32.49 2:36.02

廣瀬　幸音  中2 木村　真己  中1 坂本かりん  中1 三ケ島明心  中2

鍋島中 田代中 金泉中 香楠中

2:40.28 2:44.03 2:47.11 2:48.07

廣瀬　幸音  中2 坂本かりん  中1 木村　真己  中1 三ケ島明心  中2

鍋島中 金泉中 田代中 香楠中

2:36.49 2:37.86 2:42.99 2:46.08

吉田　藍深  中3 牛島　愛結  中2 石井　双葉  中2 森　あきら  中3 新村　咲季  中2 秋吉　咲良  中1 松本　玲奈  中3 島　　青葉  中1

鍋島中 北茂安中 国見中 成章中 玄海みらい学園 城東中 昭栄中 西部中

2:38.12 2:50.94 2:53.31 2:54.00 3:16.19 3:21.46 3:41.86 3:47.82

吉田　藍深  中3 牛島　愛結  中2 森　あきら  中3 石井　双葉  中2 新村　咲季  中2 秋吉　咲良  中1 島　　青葉  中1 松本　玲奈  中3

鍋島中 北茂安中 成章中 国見中 玄海みらい学園 城東中 西部中 昭栄中

2:37.72 2:50.64 2:52.10 2:52.38 3:17.58 3:22.26 3:48.05 3:48.37

坂本カリナ  中3 廣田　結々  中2 浅川　円花  中2

金泉中 大和中 鍋島中

2:36.54 3:00.34 3:34.78

自由形 
  50m 
予選

自由形 
 200m 
予選

自由形 
 800m 

タイム決勝

自由形 
  50m 
決勝

自由形 
 200m 
決勝

背泳ぎ 
 200m 
予選

背泳ぎ 
 200m 
決勝

平泳ぎ 
 200m 
予選

平泳ぎ 
 200m 
決勝

バタフライ 
 200m 
予選



令和4年度佐賀県中学校体育大会水泳競技 女子成績一覧表 全学年

2022/07/16

会場  SAGAアクア

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
坂本カリナ  中3 廣田　結々  中2 浅川　円花  中2

金泉中 大和中 鍋島中

2:32.13 3:03.06 3:34.56

草場みさき  中1 德田　　凜  中3 池田　小春  中2 廣田　結々  中2

城東中 第五中 鏡中 大和中

5:31.40 6:10.85 6:10.93 6:21.75

草場みさき  中1 德田　　凜  中3 池田　小春  中2 廣田　結々  中2

城東中 第五中 鏡中 大和中

5:20.46 6:04.68 6:08.38 6:15.18

鳥栖中  中 城東中  中 鍋島中  中 思斉中  中

中島　瑞季  中3 副島　日向  中1 中園　莉葉  中3 川上　真央  中3

石河　心羽  中2 秋吉　咲良  中1 廣瀬　幸音  中2 香月　彩奈  中2

今泉　陽南  中3 永末　綾菜  中1 岩切　　慈  中2 村岡　茉桜  中2

鷲尾　美紅  中2 草場みさき  中1 寺﨑　璃子  中3 中村　碧  中3

4:40.64  Fin. 4:46.04  Fin. 5:17.58  Fin. 5:27.91  Fin.

1:08.36  1st. 1:07.89  1st. 1:24.16  1st. 1:24.38  1st.

鳥栖中  中 城東中  中 鍋島中  中 思斉中  中

中島　瑞季  中3 副島　日向  中1 吉田　藍深  中3 中村　碧  中3

石河　心羽  中2 秋吉　咲良  中1 岩切　　慈  中2 村岡　茉桜  中2

今泉　陽南  中3 永末　綾菜  中1 廣瀬　幸音  中2 川上　真央  中3

鷲尾　美紅  中2 草場みさき  中1 中園　莉葉  中3 香月　彩奈  中2

4:31.23  Fin. 4:38.24  Fin. 4:42.84  Fin. 5:26.61  Fin.

1:03.88  1st. 1:04.46  1st. 1:03.67  1st. 1:19.61  1st.

バタフライ 
 200m 
決勝

個人メドレー 
 400m 
予選

個人メドレー 
 400m 
決勝

フリーリレー 
4x100m 

予選

フリーリレー 
4x100m 

決勝



令和4年度佐賀県中学校体育大会水泳競技 女子成績一覧表 

2022/07/17

会場  SAGAアクア

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
副島　日向  中1 於保　明沙  中1 石河　心羽  中2 森近　まの  中3 宮田　望愛  中1 德田　　凜  中3 船津　瑞葵  中3 寺﨑　璃子  中3

城東中 小城中 鳥栖中 啓成中 脊振中 第五中 香楠中 鍋島中

4:42.10 4:42.16 5:01.20 5:06.25 5:12.82 5:16.34 5:21.46 6:33.00

廣瀬　幸音  中2 坂本かりん  中1 木村　真己  中1 三ケ島明心  中2 田中美由紀  中3 井田　彩椋  中1 大石　桃香  中2 永末　綾菜  中1

鍋島中 金泉中 田代中 香楠中 城西中 鳥栖中 田代中 城東中

1:12.22 1:14.00 1:14.32 1:17.56 1:19.73 1:20.77 1:31.33 1:35.38

吉田　藍深  中3 石井　双葉  中2 森　あきら  中3 牛島　愛結  中2 安藤　玲奈  中2 秋吉　咲良  中1 村岡　茉桜  中2 島　　青葉  中1

鍋島中 国見中 成章中 北茂安中 成章中 城東中 思斉中 西部中

1:16.34 1:18.98 1:19.05 1:19.12 1:19.34 1:33.45 1:37.70 1:47.68

坂本カリナ  中3 一木　華澄  中3 島　　七海  中2 有馬　瑞月  中1 黒木　彩菜  中2 小林　加歩  中3 蕪尻　桃華  中1 鷲尾　美紅  中2

金泉中 鳥栖西中 西部中 田代中 城西中 城北中 西部中 鳥栖中

1:06.98 1:10.48 1:10.50 1:11.06 1:19.04 1:20.72 1:26.80 1:27.50

平島　香子  中3 草場みさき  中1 有馬　瑞月  中1 荒金友里菜  中2 黒木　彩菜  中2 新村　咲季  中2 鷲尾　美紅  中2 池田　小春  中2

鳥栖西中 城東中 田代中 北茂安中 城西中 玄海みらい学園 鳥栖中 鏡中

2:29.82 2:30.88 2:41.43 2:49.16 2:55.26 2:56.59 2:57.78 2:58.36

榊原　美優  中2 岩谷　瑞稀  中3 中島　瑞季  中3 中山　　和  中3 進藤　舞桜  中3 大林　由乃  中1 田島　彩希  中3 高柳　優里  中2

大和中 有田中 鳥栖中 武雄中 浜玉中 金泉中 城北中 多良中

1:02.34 1:03.57 1:03.93 1:04.18 1:06.62 1:07.70 1:07.94 1:08.90

城東中  中 鍋島中  中

草場みさき  中1 廣瀬　幸音  中2

秋吉　咲良  中1 吉田　藍深  中3

副島　日向  中1 岩切　　慈  中2

永末　綾菜  中1 中園　莉葉  中3

5:14.21  Fin. 5:18.95  Fin.

1:12.31  1st. 1:13.90  1st.

自由形 
 100m 
決勝

メドレーリレー 
4x100m 

決勝

自由形 
 400m 
決勝

背泳ぎ 
 100m 
決勝

平泳ぎ 
 100m 
決勝

バタフライ 
 100m 
決勝

個人メドレー 
 200m 
決勝



令和4年度佐賀県中学校体育大会水泳競技 男子成績一覧表 全学年

2022/07/16

会場  SAGAアクア

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
橋本　輝仁  中3 木山　　力  中1 山口　浩生  中3 淵　悠羽真  中2 岡　　愛斗  中2 明吉　拓哉  中2 鎌上　千聖  中1 牧瀬　尊郁  中3

昭栄中 伊万里中 西部中 武雄青陵中 鍋島中 鳥栖中 三日月中 附属中

25.66 26.19 26.70 26.95 26.96 27.12 27.20 27.38

副島　太陽  中2 辻　　大翔  中3 福井　晃大  中2 松永　聖矢  中2 古賀琥太郎  中2 末次　壮汰  中1 北島　茉紘  中2 山口　浩生  中3

城東中 城北中 成章中 小城中 西有田中 三日月中 致遠館中 西部中

2:09.27 2:10.02 2:10.91 2:11.04 2:11.18 2:11.59 2:11.81 2:12.17

岩永　琉聖  中3 歌野原誠仁  中3 草場　大地  中3

思斉中 鍋島中 城東中

16:44.42  Fin. 16:47.72  Fin. 16:48.20  Fin.

8:56.98  800 8:57.43  800 8:57.84  800

橋本　輝仁  中3 木山　　力  中1 明吉　拓哉  中2 山口　浩生  中3 淵　悠羽真  中2 岡　　愛斗  中2 鎌上　千聖  中1 牧瀬　尊郁  中3

昭栄中 伊万里中 鳥栖中 西部中 武雄青陵中 鍋島中 三日月中 附属中

25.37 25.85 26.24 26.60 26.78 27.12 27.21 27.31

副島　太陽  中2 辻　　大翔  中3 北島　茉紘  中2 山口　浩生  中3 古賀琥太郎  中2 福井　晃大  中2 松永　聖矢  中2 末次　壮汰  中1

城東中 城北中 致遠館中 西部中 西有田中 成章中 小城中 三日月中

2:06.47 2:06.61 2:10.34 2:10.66 2:11.99 2:12.14 2:12.14 2:13.98

（同6位）

西山　一歩  中3 平野　泰雅  中2 岡山　弘樹  中2 真島　泰輝  中3 德永　大記  中3 飯田　勝統  中2 仁位　祐誠  中3 宮﨑　優斗  中2

牛津中 鳥栖中 三日月中 城東中 鳥栖西中 北茂安中 致遠館中 西部中

2:15.56 2:25.83 2:28.77 2:29.78 2:31.23 2:31.89 2:32.66 2:34.37

西山　一歩  中3 真島　泰輝  中3 平野　泰雅  中2 岡山　弘樹  中2 仁位　祐誠  中3 德永　大記  中3 飯田　勝統  中2 宮﨑　優斗  中2

牛津中 城東中 鳥栖中 三日月中 致遠館中 鳥栖西中 北茂安中 西部中

2:15.92 2:24.00 2:24.96 2:26.69 2:28.20 2:30.90 2:31.34 2:34.68

北村　歩夢  中3 野中　龍生  中1 中山　　心  中1 内野正太郎  中1 小林　隼也  中1 山本　志星  中1 淵　　勇太  中3 遠藤　　凪  中1

北茂安中 金泉中 武雄中 城北中 城北中 北茂安中 小城中 鳥栖中

2:23.22 2:23.28 2:33.06 2:38.98 2:39.91 2:40.82 2:44.65 3:04.01

北村　歩夢  中3 野中　龍生  中1 中山　　心  中1 山本　志星  中1 内野正太郎  中1 小林　隼也  中1 淵　　勇太  中3 遠藤　　凪  中1

北茂安中 金泉中 武雄中 北茂安中 城北中 城北中 小城中 鳥栖中

2:21.54 2:23.80 2:33.37 2:35.48 2:37.58 2:42.68 2:42.71 3:03.41

大会新

自由形 
  50m 
予選

自由形 
 200m 
予選

自由形 
1500m 

タイム決勝

自由形 
  50m 
決勝

自由形 
 200m 
決勝

背泳ぎ 
 200m 
予選

背泳ぎ 
 200m 
決勝

平泳ぎ 
 200m 
予選

平泳ぎ 
 200m 
決勝



令和4年度佐賀県中学校体育大会水泳競技 男子成績一覧表 全学年

2022/07/16

会場  SAGAアクア

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
永田慎一郎  中3 波多　陸翔  中3 堤　京之介  中2 松尾　明歩  中2 岩宗　咲多  中2 白水　志祁  中2

鳥栖西中 鬼塚中 中央校 鬼塚中 第一中 多良中

2:12.81 2:16.84 2:16.84 2:28.73 2:42.14 2:47.51

（同2位）

永田慎一郎  中3 堤　京之介  中2 波多　陸翔  中3 松尾　明歩  中2 岩宗　咲多  中2 白水　志祁  中2

鳥栖西中 中央校 鬼塚中 鬼塚中 第一中 多良中

2:11.89 2:12.57 2:13.47 2:26.39 2:42.82 2:47.10

佐藤　想良  中3 佐々木大翔  中2 中村　陽希  中3 蘭　　陽大  中3 重松　翔太  中3 久保　倖也  中1

致遠館中 西有田中 城北中 昭栄中 武雄青陵中 金泉中

5:15.43 5:15.99 5:17.79 5:19.43 5:27.69 5:38.52

佐藤　想良  中3 中村　陽希  中3 蘭　　陽大  中3 佐々木大翔  中2 重松　翔太  中3 久保　倖也  中1

致遠館中 城北中 昭栄中 西有田中 武雄青陵中 金泉中

5:05.80 5:09.98 5:10.28 5:15.38 5:19.95 5:26.45

城北中  中 致遠館中  中 小城中  中 鳥栖中  中 北茂安中  中 鍋島中  中 城東中  中 大和中  中

白水　宏樹  中3 光武　恭佑  中3 一ノ瀬颯介  中2 青木　大和  中3 北村　歩夢  中3 歌野原誠仁  中3 副島　太陽  中2 古藤　　彰  中3

内野正太郎  中1 北島　茉紘  中2 大島悠太瀧  中2 遠藤　　凪  中1 原口　太希  中1 岡　　愛斗  中2 草場　大地  中3 山﨑　慧太  中3

中村　陽希  中3 仁位　祐誠  中3 淵　　勇太  中3 平野　泰雅  中2 飯田　勝統  中2 福川　煌大  中2 真島　泰輝  中3 川端　譲仁  中3

辻　　大翔  中3 佐藤　想良  中3 松永　聖矢  中2 明吉　拓哉  中2 蒲原　颯真  中2 川尻　晃大  中2 藤野　泰雅  中2 久原　健太  中1

4:10.99  Fin. 4:11.90  Fin. 4:12.12  Fin. 4:12.22  Fin. 4:12.32  Fin. 4:16.79  Fin. 4:16.93  Fin. 4:21.57  Fin.

1:03.46  1st. 1:07.84  1st. 1:02.48  1st. 1:02.73  1st. 58.98  1st. 59.01  1st. 1:00.56  1st. 1:04.09  1st.

城東中  中 北茂安中  中 致遠館中  中 城北中  中 鍋島中  中 小城中  中 鳥栖中  中 大和中  中

副島　太陽  中2 蒲原　颯真  中2 光武　恭佑  中3 白水　宏樹  中3 歌野原誠仁  中3 一ノ瀬颯介  中2 青木　大和  中3 古藤　　彰  中3

草場　大地  中3 山本　志星  中1 北島　茉紘  中2 内野正太郎  中1 岡　　愛斗  中2 大島悠太瀧  中2 遠藤　　凪  中1 山﨑　慧太  中3

真島　泰輝  中3 飯田　勝統  中2 仁位　祐誠  中3 中村　陽希  中3 福川　煌大  中2 淵　　勇太  中3 平野　泰雅  中2 川端　譲仁  中3

藤野　泰雅  中2 北村　歩夢  中3 佐藤　想良  中3 辻　　大翔  中3 川尻　晃大  中2 松永　聖矢  中2 明吉　拓哉  中2 久原　健太  中1

4:03.07  Fin. 4:03.55  Fin. 4:03.75  Fin. 4:04.45  Fin. 4:07.78  Fin. 4:08.26  Fin. 4:12.31  Fin. 4:22.28  Fin.

59.79  1st. 1:00.86  1st. 1:06.78  1st. 1:01.75  1st. 55.69  1st. 1:00.64  1st. 1:01.96  1st. 1:04.30  1st.

バタフライ 
 200m 
予選

バタフライ 
 200m 
決勝

個人メドレー 
 400m 
予選

個人メドレー 
 400m 
決勝

フリーリレー 
4x100m 

予選

フリーリレー 
4x100m 

決勝



令和4年度佐賀県中学校体育大会水泳競技 男子成績一覧表 

2022/07/17

会場  SAGAアクア

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
歌野原誠仁  中3 岩永　琉聖  中3 古賀琥太郎  中2 副島　太陽  中2 松永　聖矢  中2 下　　功明  中2 德田　星穏  中1 真島　英汰  中2

鍋島中 思斉中 西有田中 城東中 小城中 山内中 第五中 鍋島中

4:14.99 4:22.67 4:31.77 4:34.79 4:35.37 4:43.53 4:55.59 6:47.08

西山　一歩  中3 真島　泰輝  中3 岡山　弘樹  中2 平野　泰雅  中2 仁位　祐誠  中3 飯田　勝統  中2 宮﨑　優斗  中2 德永　大記  中3

牛津中 城東中 三日月中 鳥栖中 致遠館中 北茂安中 西部中 鳥栖西中

1:02.61 1:05.19 1:06.55 1:06.64 1:06.99 1:09.19 1:09.21 1:11.38

野中　龍生  中1 北村　歩夢  中3 中山　　心  中1 内野正太郎  中1 山本　志星  中1 小林　隼也  中1 淵　　勇太  中3 中村　奏太  中2

金泉中 北茂安中 武雄中 城北中 北茂安中 城北中 小城中 附属中

1:06.03 1:06.29 1:09.93 1:13.00 1:13.07 1:14.55 1:15.12 1:19.58

大会新 大会新

波多　陸翔  中3 堤　京之介  中2 永田慎一郎  中3 青木　大和  中3 松尾　明歩  中2 田口　佑真  中2 岩宗　咲多  中2 森　勇哉利  中2

鬼塚中 中央校 鳥栖西中 鳥栖中 鬼塚中 武雄青陵中 第一中 西部中

57.97 59.24 59.81 1:05.74 1:05.85 1:08.35 1:11.16 1:17.87

草場　大地  中3 佐藤　想良  中3 蘭　　陽大  中3 鎌上　千聖  中1 中村　陽希  中3 佐々木大翔  中2 森田　雅士  中1 石橋　尚征  中2

城東中 致遠館中 昭栄中 三日月中 城北中 西有田中 塩田中 金泉中

2:16.18 2:21.39 2:24.52 2:25.09 2:25.19 2:26.96 2:33.21 2:37.50

橋本　輝仁  中3 辻　　大翔  中3 木山　　力  中1 明吉　拓哉  中2 淵　悠羽真  中2 岡　　愛斗  中2 北島　茉紘  中2 牧瀬　尊郁  中3

昭栄中 城北中 伊万里中 鳥栖中 武雄青陵中 鍋島中 致遠館中 附属中

56.54 57.46 57.60 58.70 58.91 59.16 59.24 59.93

北茂安中  中 城東中  中 致遠館中  中 城北中  中 小城中  中 西部中  中 大和中  中 昭栄中  中

飯田　勝統  中2 真島　泰輝  中3 仁位　祐誠  中3 辻　　大翔  中3 大島悠太瀧  中2 宮﨑　優斗  中2 川端　譲仁  中3 蘭　　陽大  中3

北村　歩夢  中3 草場　大地  中3 佐藤　想良  中3 小林　隼也  中1 淵　　勇太  中3 井上　大志  中1 古藤　　彰  中3 田中崚大郎  中2

山本　志星  中1 藤野　泰雅  中2 北島　茉紘  中2 中村　陽希  中3 松永　聖矢  中2 山口　浩生  中3 山﨑　慧太  中3 橋本　輝仁  中3

蒲原　颯真  中2 副島　太陽  中2 酒井佑市郎  中1 白水　宏樹  中3 一ノ瀬颯介  中2 森　　遙輝  中3 久原　健太  中1 竹中　悠真  中2

4:20.23  Fin. 4:25.31  Fin. 4:29.85  Fin. 4:30.38  Fin. 4:40.88  Fin. 4:45.00  Fin. 4:56.47  Fin. 5:06.98  Fin.

1:08.83  1st. 1:04.59  1st. 1:07.15  1st. 1:05.44  1st. 1:12.53  1st. 1:11.25  1st. 1:13.98  1st. 1:11.20  1st.

自由形 
 100m 
決勝

メドレーリレー 
4x100m 

決勝

自由形 
 400m 
決勝

背泳ぎ 
 100m 
決勝

平泳ぎ 
 100m 
決勝

バタフライ 
 100m 
決勝

個人メドレー 
 200m 
決勝


