
ジャパンオープン2018(50m)
2018年5月24日（木）～27日（日）東京辰巳国際水泳場

性別 選手名 所属名 学年 種目
予選 決勝

日付 備考
記録 順位 記録 順位

女子 小関 葵 ビート長崎 中3 50m 平泳ぎ 33.08 30位/66 ー ー 5月25日

とびうお杯 第33回全国少年少女水泳競技大会

2018年8月4日（土）・5日（日）古橋廣之進記念浜松市総合水泳場ＴｏＢｉＯ

性別 選手名 所属名 学年 種目
予選 B決勝 決勝

日付 備考
記録 順位 記録 順位 記録 順位

男 鳥越 慧士 ｳｵﾀ･長崎 5 50mバタフライ 33.68 105位/148 ー ー ー ー 8月5日

男 鳥越 慧士 ｳｵﾀ･長崎 5 100mバタフライ 1:12.52 35位/142 ー ー ー ー 8月4日

女 岩﨑 瑞姫 ﾋﾞｰﾄ松浦 6 50m自由形 30.97 70位/174 ー ー ー ー 8月5日

女 岩﨑 瑞姫 ﾋﾞｰﾄ松浦 6 100m自由形 1:06.40 46位/157 ー ー ー ー 8月4日

女 岩﨑 瑞姫 ﾋﾞｰﾄ松浦 6 200m自由形 2:24.47 40位/96 ー ー ー ー 8月5日

女 前川 結衣 ﾋﾞｰﾄ相浦 5 50m自由形 31.57 121位/174 ー ー ー ー 8月5日

女 前川 結衣 ﾋﾞｰﾄ相浦 5 100m自由形 1:07.03 60位/157 ー ー ー ー 8月4日

女 前川 結衣 ﾋﾞｰﾄ相浦 5 200m自由形 2:22.08 23位/96 ー ー ー ー 8月5日

第58回 全国中学校水泳競技大会

2018年8月17日（金）～19日（日）岡山 児島マリンプール

性別 選手名 学校名 学年 種目
予選 決勝

日付 備考
記録 順位 記録 順位

男子 森山 遼 諫早 3 50m自由形 25.17 21位/24 ー ー 8月17日
男子 森山 遼 諫早 3 100m自由形 55.26 32位/36 ー ー 8月19日
男子 吉村 和真 広田 3 200m個人メドレー 2:18.53 29位/29 ー ー 8月19日
男子 吉村 和真 広田 3 1500m自由形 16:30.50 11位/14 ー ー 8月17日
女子 小関 葵 青雲 3 100m平泳ぎ 1:12.61 15位/30 ー ー 8月19日
女子 太田 紗彩 志佐 1 100mバタフライ 1:04.08 29位/36 ー ー 8月19日
女子 太田 紗彩 志佐 1 200mバタフライ 2:16.11 6位/24 2:17.58 8位 8月18日

第86回 日本高等学校選手権水泳競技大会
2018年8月17日（金）～20日（月）愛知 日本ガイシアリーナ

性別 選手名 学校名 学年 種目
予選 B決勝 決勝

日付 備考
記録 順位 記録 順位 記録 順位

女子 吉原 杏実 長崎北 3 200m個人メドレー 2:19.65 14位/53 2:19.91 7位 ー ー 8月17日
女子 吉原 杏実 長崎北 3 400m個人メドレー 4:58.42 20位/61 ー ー ー ー 8月20日
男子 岡野 将也 佐世保工業 3 400m自由形 4:10.21 56位/59 ー ー ー ー 8月17日

第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 競泳競技
2018年8月22日（水）～26日（日）東京辰巳国際水泳場

性別 選手名 所属名 学年 区分 種目
予選 B決勝 決勝

日付 備考
記録 順位 記録 順位 記録 順位

男子 立花 琉真 ウオタ・長崎 小4 10歳以下 50m自由形 31.32 58位/74 ー ー ー ー 8月22日

女子 太田 紗彩 佐々ＳＳ 中1 13～14歳 100mバタフライ 1:02.83 11位/52 1:02.77 5位 ー ー 8月26日

女子 太田 紗彩 佐々ＳＳ 中1 13～14歳 200mバタフライ 2:19.24 11位/39 2:17.38 2位 ー ー 8月24日

男子 谷口 諒 ビート長与 中2 13～14歳 50m自由形 26.91 75位/76 ー ー ー ー 8月26日

男子 森山 遼 KIS諫早 中3 13～14歳 50m自由形 24.97 7位/76 ー ー 24.99 7位 8月26日

男子 森山 遼 KIS諫早 中3 13～14歳 100m自由形 54.29 16位/62 54.51 7位 ー ー 8月25日

女子 小関 葵 ビート長崎 中3 15～16歳 100m平泳ぎ 1:11.93 6位/26 ー ー 1:11.73 7位 8月24日

男子 田中 修人 ビート長崎 高2 15～16歳 50m自由形 24.84 30位/31 ー ー ー ー 8月26日

女子 吉原 杏実 ビート長崎 高3 CS 200m個人メドレー 2:19.41 7位/20 ー ー 2:19.66 7位 8月25日



第73回 国民体育大会水泳競技大会 水球競技

2018年9月11日（火）～13日（木）石川 金沢プール
種別 チーム名 得点 対戦相手 日付 備考

少年男子 長崎(選抜) 7 ： 21 石川(金沢工高) 9月11日 予選トーナメント1回戦

第73回 国民体育大会水泳競技大会 オープンウォータースイミング

2018年9月12日（水）福井 若狭町食見海岸特設会場

性別 選手名 学年 種目 記録 順位 日付 備考

男子 太田 諒 中3 5km競技 1時間5分21秒8 32位/44 9月12日
女子 藤 優実 大3 5km競技 1時間6分4秒3 13位/45 9月12日

第1回 日本社会人選手権
2018年9月1日（土）・2日（日）新潟 ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟｰﾙ

性別 選手名 所属名 学年 種目
予選 決勝

日付 備考
記録 順位 記録 順位

男子 吉野 将史 長崎市役所 一般 100m 平泳ぎ 1:05.21 22位/29 ー ー 9月1日

男子 吉野 将史 長崎市役所 一般 200m 平泳ぎ 2:26.25 19位/19 ー ー 9月2日

2018年度 全国女子水球都道府県対抗戦
2018年9月11日（火）～13日（木）石川 金沢プール

種別 チーム名 得点 対戦相手 日付 備考

予選リーグ 長崎県 3： 19 新潟県 9月12日 予選トーナメント1回戦

予選リーグ 長崎県 3 ： 26 京都府 9月12日 予選トーナメント1回戦

第41回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技
2018年8月22日（水）～26日（日）大阪 東和薬品ラクタブドーム

区分 チーム名 得点 対戦相手 日付 備考
A（12歳以下男女） 長崎水球クラブ(長崎） ０ ： 4 群馬ジュニア水球（群馬） 8月22日

A（12歳以下男女） 長崎水球クラブ(長崎） 6 ： 1 鳥取水球クラブ（鳥取） 8月23日

A（12歳以下男女） 長崎水球クラブ(長崎） 2 ： 2 トリトン兵庫水球クラブ（兵庫） 8月23日

A（12歳以下男女） 長崎水球クラブ(長崎） 2 ： 1 高知スイミングクラブ（高知） 8月24日

A（12歳以下男女） 長崎水球クラブ(長崎） 1 ： 0 豊中水球クラブ（大阪） 8月24日

E（18歳以下女子） 長崎水球クラブ(長崎） １ ： １４ 秀明英光高等学校(埼玉) 8月22日

E（18歳以下女子） 長崎水球クラブ(長崎） 4 ： 5 京都女子高等学校（京都） 8月24日

第63回日本泳法大会
2018年8月18日（土）・19日（日）鹿児島 鴨池公園プール

競技名 選手名 所属名 成績 順位 備考
支重競技 池田 光辰（17歳） 小堀・長崎遊泳協会 18位

泳法競技 山中 渉太（中2） 小堀・長崎遊泳協会 秀 1位

早抜泳ぎ 山中 渉太（中2） 小堀・長崎遊泳協会 秀 順位なし



第18回 全国障害者スポーツ大会 水泳競技

2018年10月13日（土）～15日（月）福井 敦賀市総合運動公園プール

性別 選手名 障害区分 年齢区分 種目
タイムレース決勝

日付 備考
記録 順位

男子 原口 幸雄 06 2部 25m自由形 13.51 1位 10月13日 大会新記録

男子 原口 幸雄 06 2部 50m自由形 29.47 1位 10月14日 大会新記録

男子 川谷 功 08 2部 25m自由形 23.93 1位 10月13日
男子 川谷 功 08 2部 50m自由形 48.48 1位 10月14日
男子 天野 滉一郎 26 青年 25m背泳ぎ 19.07 5位 10月13日
男子 天野 滉一郎 26 青年 50m自由形 35.22 5位 10月14日
女子 栁迫 友希 26 青年 25mバタフライ 17.39 2位 10月13日
女子 栁迫 友希 26 青年 50mバタフライ 38.85 3位 10月14日

第50回 東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待公認記録会
2018年11月21日（水）～25日（日）東京辰巳国際水泳場

性別 選手名 所属名 学年 区分 種目
予選 決勝

日付 備考
記録 順位 記録 順位

女子 中野 杏 佐々ＳＳ 小４ 9～10歳 50m自由形 34.20 224位/369 ー ー 11月25日
男子 河上 偉月 佐々ＳＳ 中1 11～12歳 50m平泳ぎ 35.14 20位/74 ー ー 11月24日
女子 太田 紗彩 佐々ＳＳ 中1 13～14歳 50mバタフライ 29.81 25位/201 ー ー 11月23日
女子 太田 紗彩 佐々ＳＳ 中1 13～14歳 100mバタフライ 1:03.35 5位/81 1:02.84 6位 11月22日
女子 太田 紗彩 佐々ＳＳ 中1 13～14歳 200mバタフライ 2:19.08 2位/39 2:18.88 2位 11月21日
男子 有川 哲生 佐々ＳＳ 中2 13～14歳 50m自由形 27.99 172位/202 ー ー 11月25日
男子 有川 哲生 佐々ＳＳ 中2 13～14歳 100m自由形 1:02.23 164位/170 ー ー 11月24日
男子 松本 俊介 佐々ＳＳ 中3 15～16歳 100m背泳ぎ 1:06.76 53位/61 ー ー 11月23日

2018 ジャパンパラリンピック水泳競技大会

2018年9月22日（土）～24日（月）横浜国際プール

性別 選手名 所属名 区分 種目
予選 決勝

日付 備考
記録 順位 記録 順位

男子 間ノ瀬 俊輔 長崎ペンギンＳＣ S10 100m背泳ぎ 1:15.22 2位 1:14.37 2位 9月23日

男子 岩本 将希 長崎ペンギンＳＣ S8 100mバタフライ 1:51.24 6位 ー ー 9月24日

男子 原口 幸雄 ISS諫早 S21 50m自由形 30.13 1位 30.09 1位 9月22日

男子 原口 幸雄 ISS諫早 S21 100m自由形 1:07.77 1位 1:08.59 1位 9月24日

男子 原口 幸雄 ISS諫早 SB9 100m平泳ぎ 1:36.65 2位 1:38.80 3位 9月22日

第73回 国民体育大会水泳競技大会 競泳競技
2018年9月15日（金）～17日（日）福井 敦賀市総合運動公園プール

性別 選手名 区分 学年 種目 予選 決勝 日付 備考記録 順位 記録 順位
男子 森山 遼 少年B 中3 50m自由形 25.05 18位/26 ー ー 9月16日
女子 小関 葵 少年B 中3 50m自由形 27.41 19位/26 ー ー 9月16日
女子 小関 葵 少年B 中3 100m平泳ぎ 1:12.34 8位/19 1:11.70 6位 9月17日
男子 西村 理汰 少年B 高1 100mバタフライ 56.77 12位/27 ー ー 9月15日
男子 田中 修人 少年A 高2 50m自由形 24.77 31位/32 ー ー 9月17日
女子 吉原 杏実 少年A 高3 400m個人メドレー 4:57.70 10位/17 ー ー 9月16日
男子 早田 昌太郎 成年 大1 100mバタフライ 55.40 32位/33 ー ー 9月15日
女子 藤 優実 成年 大3 200m個人メドレー 2:24.68 19位/19 ー ー 9月15日
男子 中塚 健太 成年 一般 50m自由形 23.68 17位/22 ー ー 9月17日



第35回 日本身体障害者水泳選手権大会
2018年12月1日（土）・2日（日）三重県スポーツの杜 鈴鹿水泳場

性別 選手名 所属名 区分 種目
タイムレース決勝

日付 備考
記録 順位

男子 間ノ瀬 俊輔 長崎ペンギンＳＣ S10 50m背泳ぎ 33.49 1位 12月1日日本新

男子 間ノ瀬 俊輔 長崎ペンギンＳＣ S10 100m背泳ぎ 1:14.90 1位 12月2日

男子 岩本 将希 長崎ペンギンＳＣ S8 50mバタフライ 49.66 3位 12月1日

男子 岩本 将希 長崎ペンギンＳＣ S8 100mバタフライ 1:57.17 3位 12月2日

男子 泉田 将伍 長崎ペンギンＳＣ S9 100m背泳ぎ 1:41.04 3位 12月2日

第41回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 競泳競技
2019年3月27日（水）～30日（土）東京辰巳国際水泳場

性別 選手名 所属名 学年 区分 種目
予選 B決勝 決勝

日付 備考
記録 順位 記録 順位 記録 順位

女子 太田 紗彩 佐々ＳＳ 中1 13～14歳 100mバタフライ 1:02.34 13位/57 1:02.25 4位 ー ー 3月30日

女子 太田 紗彩 佐々ＳＳ 中1 13～14歳 200mバタフライ 2:15.83 9位/42 2:14.18 1位 ー ー 3月29日

女子 小関 葵 ビート長崎 中3 CS 50m平泳ぎ 31.86 5位/41 ー ー 32.02 8位 3月29日県新記録

女子 小関 葵 ビート長崎 中3 15～16歳 100m平泳ぎ 1:09.17 2位/33 ー ー 1:09.91 6位 3月30日県新記録

女子 吉原 杏実 ビート長崎 高3 CS 50mバタフライ 28.21 43位/58 ー ー ー ー 3月29日県新記録

女子 吉原 杏実 ビート長崎 高3 CS 200m個人メドレー 2:18.76 18位/24 ー ー ー ー 3月30日

女子

田中 志歩

ビート長崎

高2

CS 400mメドレーリレー 4:16.22 28位/36 ー ー ー ー 3月30日 県新記録
小関 葵 中3

吉原 杏実 高3

藤 花実 高2

第41回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技
2019年3月26日（火）～30日（土）千葉県国際総合水泳場

区分 チーム名 得点 対戦相手 日付 備考

A（12歳以下男女） 長崎水球クラブ(長崎） 3 ： 3 与野水球クラブ（埼玉） 3月28日

A（12歳以下男女） 長崎水球クラブ(長崎） 4 ： 4 群馬ジュニア水球（群馬） 3月28日

A（12歳以下男女） 長崎水球クラブ(長崎） 1 ： 5 京都踏水会水泳学園（京都） 3月27日

A（12歳以下男女） 長崎水球クラブ(長崎） 3 ： 2 松任ジュニア水球クラブ（石川） 3月27日

A（12歳以下男女） 長崎水球クラブ(長崎） 2 ： 7 山形水球クラブ（山形） 3月26日

C（15歳以下女子） 長崎水球クラブ(長崎） 0 ： 9 横浜サクラスイミングスクール（神奈川） 3月26日

C（15歳以下女子） 長崎水球クラブ(長崎） 0 ： 7 帝塚山学院中学校（大阪） 3月27日

C（15歳以下女子） 長崎水球クラブ(長崎） 1 ： 7 山形水球クラブ（山形） 3月28日

第11回 全日本ユース(U15)水球競技選手権大会(桃太郎カップ)
2018年12月24日（月）～27日（木）岡山 児島地区公園水泳場

種別 チーム名 得点 対戦相手 日付 備考
女子の部 長崎選抜 4 ： 11 山形県選抜 12月24日 ブロック別予選リーグ

女子の部 長崎選抜 11 ： 6 静岡県選抜 12月25日 ブロック別予選リーグ

女子の部 長崎選抜 7 ： 15 千葉県選抜 12月25日 ブロック別予選リーグ
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