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2020/06/20～2020/06/21

会場  SAGAサンライズパーク 水泳場 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
木山　　宝  高2 木原　圭志  高2 古川　遼馬  高3 井上　凱登  高3 内川　結友  高2 嘉村　起伸  高2 中園　凌輔  高1 大中　啓輔  高3

唐津商業        佐賀東高校      佐賀商業        佐賀東高校      龍谷高校        佐賀東高校      佐賀商業        小城高校        

23.58 24.01 25.03 25.32 25.54 25.57 25.69 25.70

永渕　　蓮  高3 友田　睦希  高3 庄野　瑛大  高2 河上　　慶  高2 井手　晃大  高2 中山　照英  高2 野口　大智  高2 寳藏寺侑太  高1

佐賀学園高校    佐賀商業        唐津東高校      佐賀商業        佐賀商業        唐津商業        武雄高校        牛津高校        

1:55.98 1:57.43 1:59.73 2:01.33 2:01.41 2:05.32 2:09.17 2:12.30

森田　裕也  高2 庄野　瑛大  高2 松本　力輝  高1 永江　昂也  高1 岩本　純太  高3

佐賀学園高校    唐津東高校      小城高校        唐津商業        唐津商業        

16:28.13  Fin. 16:40.69  Fin. 18:10.78  Fin. 18:33.29  Fin. 21:46.30  Fin.

8:48.73  800 8:49.10  800 9:42.43  800 9:46.48  800 11:20.32  800

前川　飛希  高3 古川　由馬  高1 糸山　皓三  高3 李　　星昊  高2 古賀　　光  高3 板橋　弘道  高3 松本　周倖  高2 荒木　　祥  高2

唐津商業        佐賀工業高校    佐賀工業高校    致遠館高校      佐賀東高校      龍谷高校        致遠館高校      佐賀西高校      

26.68 30.02 30.65 31.25 31.64 32.75 33.42 34.97

末永　拓巳  高1 河上　　伸  高2 野田　侑椰  高2 田中　飛真  高2 諸岡　良依  高3 髙木　啓輔  高2

佐賀商業        佐賀商業        佐賀学園高校    三養基高校      唐津商業        佐賀西高校      

2:09.59 2:14.06 2:17.82 2:22.23 2:29.85 2:32.00

森田　敏正  高1 古川　大和  高2 森　　一真  高3 今泉　公晟  高3 池田　龍生  高1 清原　亮然  高1 柳川　涼翔  高2 松尾　陽音  高1

佐賀商業        佐賀西高校      致遠館高校      佐賀商業        唐津商業        龍谷高校        佐賀工業高校    伊万里高校      

28.71 30.67 31.37 31.61 32.27 32.68 32.69 33.39

飯盛　悠基  高2 山本　青空  高1 青木　大輔  高3 安東　駿冶  高2 中島　京佑  高2 野村　宇宙  高1

佐賀学園高校    唐津商業        唐津商業        三養基高校      致遠館高校      佐賀商業        

2:17.52 2:27.81 2:27.96 2:38.02 2:42.53 2:47.05

久我　翔星  高1 森　丈太朗  高1 永田　祐太  高1 松本　隼典  高2 古賀　優大  高1 江里口史翔  高1 太田　健心  高2 浦　　颯馬  高2

佐賀商業        唐津商業        佐賀西高校      致遠館高校      佐賀清和        佐賀東高校      致遠館高校      致遠館高校      

26.22 26.71 28.11 28.41 29.75 29.85 30.67 32.20

北島　有翔  高3 松尾　歩夢  高3 立川　晴太  高1 平川　泰成  高3 豊田　倖生  高2

佐賀学園高校    唐津商業        伊万里高校      佐賀商業        佐賀商業        

2:04.72 2:05.20 2:05.72 2:11.83 2:38.96

2020/06/20 13:36:30 SEIKO Swimming Results System
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2020/06/20～2020/06/21

会場  SAGAサンライズパーク 水泳場 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
渋谷　智樹  高2 平川珠輝空  高2 江口　昇吾  高1 永江　昂也  高1 持永　将吾  高2

佐賀学園高校    三養基高校      佐賀商業        唐津商業        佐賀商業        

4:38.74 4:42.19 5:15.80 5:35.82 6:12.30

佐賀商業  高 唐津商業  高 佐賀東高校  高 佐賀学園高校  高 三養基高校  高 致遠館高校  高 龍谷高校  高 佐賀工業高校  高

森田　敏正  高1 木山　　宝  高2 木原　圭志  高2 永渕　　蓮  高3 平川珠輝空  高2 中島　颯大  高2 清原　亮然  高1 糸山　皓三  高3

井手　晃大  高2 森　丈太朗  高1 山田　大生  高3 飯盛　悠基  高2 田中　飛真  高2 李　　星昊  高2 内川　結友  高2 川端　琉空  高3

久我　翔星  高1 前川　飛希  高3 嘉村　起伸  高2 渋谷　智樹  高2 安東　駿冶  高2 松本　隼典  高2 日髙　哲平  高3 山下　凌弥  高3

古川　遼馬  高3 松尾　歩夢  高3 井上　凱登  高3 北島　有翔  高3 篠原　大河  高3 森　　一真  高3 板橋　弘道  高3 金澤　颯汰  高3

3:34.49  Fin. 3:35.84  Fin. 3:37.82  Fin. 3:41.54  Fin. 3:48.70  Fin. 3:54.97  Fin. 3:57.59  Fin. 4:06.58  Fin.

54.00  1st. 52.73  1st. 52.24  1st. 54.82  1st. 54.55  1st. 59.77  1st. 1:01.99  1st. 1:01.47  1st.
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