
男子 50m 自由形 女子 50m 自由形

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 前田 龍 福岡大学 24.86 山口 美咲 ＩＳＳ諫早 27.27 県新
2004 59 和田 龍平 西九州⾧与 25.70 中学新 宮下 由香 桜泳東⾧崎 28.19
2005 60 和田 龍平 西九州⾧与 24.87 池田 美穂 福岡大学 28.10
2006 61 和田 龍平 西九州⾧与 24.15 高校新 福田 美南 九州文化学園 28.10
2007 62 中谷 友 岡山大 24.23 鳥羽 萌 ﾋﾞｰﾄSC 28.46
2008 63 和田 龍平 岡山大 24.36 福田 美南 九州文化学園 28.32
2009 64 田中 耕太郎 三菱重工⾧崎 23.90 高木 成美 KSG諫早 27.95
2010 65 田中 耕太郎 三菱重工⾧崎 24.15 宮﨑 綾 別府溝部短大 27.80
2011 66 中塚 健太 明治大 24.06 菅 晴瑠奈 諫早商業 27.31
2012 67 中塚 健太 明治大 23.74 大会新 川野 梓 西九州⾧与 29.76
2013 68 前田 浩史 諫早商業高 23.08 大会新 豊福 莉子 ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 27.06
2014 69 前田 浩史 諫早商業高 23.19 菅 晴瑠奈 鹿屋体育大 27.01 大会新
2015 70 田中 祐次 中京大 23.61 藤 優実 なめしSC 27.44
2016 71 中塚 健太 MTR 23.37 菅 晴瑠奈 鹿屋体育大 27.07
2017 72 武次 海斗 順天堂大 23.99 菅 晴瑠奈 鹿屋体育大 26.93 大会新
2018 73 中塚 健太 MTR 23.55 吉原 杏実 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 27.58
2019 74 中塚 健太 MTR 23.29 小関 葵 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 27.37
2020 75 森山 遼 ⾧崎南山 24.03 仲田 葵 ⾧崎ＳＣ 26.94
2021 76 森山 遼 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 23.14 高校新 仲田 葵 ⾧崎ＳＣ 26.60 県新
2022 77 森山 遼 福岡大 23.27 仲田 葵 鹿屋体育大 26.25 県新

男子 100m 自由形 女子 100m 自由形

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 荻原 栄 佐世保工業 55.64 山口 美咲 ＩＳＳ諫早 58.37 県新
2004 59 橋本 健一 ＫＳＧ諫早 54.84 山口 美咲 ＫＳＧ諫早 58.77
2005 60 中山 哲之介 スパジョーヤ 55.06 中学新 布志木 香名 スパジョーヤ 59.93
2006 61 稲冨 通 佐世保北高 54.34 布志木 香名 スパジョーヤ 59.63
2007 62 中山 哲之介 スパジョーヤ 53.45 高校新 布志木 香名 別府溝辺短大 1:00.12
2008 63 中山 哲之介 スパジョーヤ 53.80 福田 美南 九州文化学園 59.56
2009 64 田中 耕太郎 三菱重工⾧崎 53.00 大会新 鳥羽 萌 ﾋﾞｰﾄSC 1:00.03
2010 65 山岸 祐介 BEAT⾧崎 52.75 大会新 菅 晴瑠奈 ｳｵﾀ･⾧崎 1:00.16
2011 66 深堀 勇一郎 日本大 51.22 大会新 川野 由夏 福岡大 58.41
2012 67 深堀 勇一郎 日本大 50.82 県新 川野 由夏 福岡大 57.37
2013 68 深堀 勇一郎 日本大 50.73 県新 菅 晴瑠奈 諫早商業高 59.53
2014 69 山口 勇輝 大阪体育大学 51.98 菅 晴瑠奈 鹿屋体育大 58.73
2015 70 田中 祐次 中京大 52.31 原口 明日香 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:00.56
2016 71 武次 海斗 順天堂大 52.01 菅 晴瑠奈 鹿屋体育大 58.86
2017 72 武次 海斗 順天堂大 52.92 菅 晴瑠奈 鹿屋体育大 58.61
2018 73 田中 修人 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 53.44 吉原 杏実 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 59.48
2019 74 田中 修人 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 52.73 原﨑 花楓 ﾋﾞｰﾄSC 1:00.03
2020 75 森山 遼 ⾧崎南山 53.25 太田 紗彩 佐々ＳＳ 59.91
2021 76 竹野 友貴 瓊浦 51.86 高校新 小関 葵 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 58.87
2022 77 森山 遼 福岡大 52.36 前川 結衣 ビート相浦 1:00.19

男子 200m 自由形 女子 200m 自由形

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 田中 秀史 海自佐世保 1:58.39 田中 裕子 スパジョーヤ 2:08.14
2004 59 浦川 正剛 ⾧崎ＳＣ 1:59.24 野中 瑞姫 佐世保ＳＣ 2:08.64
2005 60 中山 哲之介 スパジョーヤ 1:57.66 中学新 布志木 香名 スパジョーヤ 2:08.86
2006 61 中山 哲之介 スパジョーヤ 2:00.11 布志木 香名 スパジョーヤ 2:06.89 大会新
2007 62 今里 亮太 ﾋﾞｰﾄSC 2:00.62 福田 美南 九州文化学園 2:10.29
2008 63 中山 哲之介 スパジョーヤ 1:56.69 大会新 植木 胡桃 九州文化学園 2:09.90
2009 64 山岸 祐介 BEAT⾧崎 1:54.24 県新 植木 胡桃 九州文化学園 2:10.77
2010 65 藤山 晃亮 九州文化学園 1:54.91 池森 柚紀 九州文化学園 2:12.81
2011 66 深堀 勇一郎 日本大 1:53.26 大会新 野中 瑞姫 山梨学院大 2:05.96 大会新
2012 67 増田 成将 ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 1:59.17 野中 瑞姫 山梨学院大 2:05.15 県新
2013 68 宮﨑 匠 西九州⾧与 1:56.71 野中 瑞姫 佐世保SC 2:08.04
2014 69 藤山 晃亮 福岡大 1:55.53 原野 杏莉 なめしSC 2:14.45
2015 70 野間 剣太朗 海自大村 1:58.71 原野 杏莉 なめしSC 2:13.01
2016 71 増田 成将 福岡大 1:53.93 菅 晴瑠奈 鹿屋体育大 2:09.54
2017 72 増田 成将 福岡大 1:55.25 菅 晴瑠奈 鹿屋体育大 2:10.61
2018 73 北村 真一 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:59.63 才木 仁湖 ﾋﾞｰﾄ⾧与 2:11.63
2019 74 井手 琢也 ﾋﾞｰﾄ西諫早 1:57.50 才木 仁湖 ﾋﾞｰﾄ⾧与 2:12.06
2020 75 染 拓實 ビート⾧崎 2:01.05 原﨑 花楓 九州文化 2:10.14
2021 76 染 拓實 ビート⾧崎 1:57.91 前川 結衣 ビート相浦 2:11.86
2022 77 吉永 勘壱 ＳＣマリン 2:03.72 前川 結衣 ビート相浦 2:10.30

男子 400m 自由形 女子 400m 自由形

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 田中 秀史 海自佐世保 4:09.90 布志木 千智 スパジョーヤ 4:26.71
2004 59 東房 翔 佐世保工業高 4:14.50 布志木 千智 スパジョーヤ 4:24.97
2005 60 田中 秀史 海自佐世保 4:15.10 野中 瑞姫 ウォタ・⾧崎 4:27.43
2006 61 沖田 健二 九州保健福祉大 4:11.22 布志木 香名 スパジョーヤ 4:27.54
2007 62 今里 亮太 ﾋﾞｰﾄSC 4:14.12 植木 胡桃 九州文化学園 4:29.11
2008 63 山岸 祐介 ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 4:06.75 植木 胡桃 九州文化学園 4:29.57
2009 64 山岸 祐介 BEAT⾧崎 4:02.49 県新 植木 胡桃 九州文化学園 4:30.80
2010 65 藤山 晃亮 九州文化学園 4:04.08 池森 柚紀 九州文化学園 4:30.26
2011 66 藤山 晃亮 九州文化学園 4:05.45 野中 瑞姫 山梨学院大 4:21.99
2012 67 益田 康平 熊本大 4:40.09 野中 瑞姫 山梨学院大 4:26.42
2013 68 林田 季樹 ⾧崎南山高 4:16.01 野中 瑞姫 佐世保SC 4:28.80
2014 69 安達 祐太郎 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 4:10.40 野中 瑞姫 ⾧崎国際大学 4:20.58
2015 70 永安 千紘 佐世保工業 4:06.09 南里 一美 ﾋﾞｰﾄSC 4:30.08
2016 71 増田 成将 福岡大 4:02.35 大会新 西山 夏海 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 4:39.96
2017 72 増田 成将 福岡大 4:04.07 杉永 智美 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 4:40.81
2018 73 岡野 将也 佐世保工業 4:06.54 原口 くる実 瓊浦 4:45.78
2019 74 小串 爽太 ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 4:07.72 才木 仁湖 ﾋﾞｰﾄ⾧与 4:35.47
2020 75 太田 諒 佐々ＳＳ 4:08.47 小串 優佳 祇園中 4:36.38
2021 76 小串 爽太 ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 4:07.70 小串 優佳 ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 4:36.03
2022 77 小串 爽太 九州共立大 4:05.02 小串 優佳 ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 4:29.96

男子 1500m 自由形 女子 800m 自由形

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 ー ー ー ー ー ー
2004 59 中本 竜郎 瓊浦高 17:19.99 ー ー ー
2005 60 髙橋 昭広 ⾧崎西陵高 17:02.08 ー ー ー
2006 61 沖田 健二 九州保健福祉大 16:38.18 大会新 ー ー ー
2007 62 緒方 大地 佐世保南高 16:52.20 植木 胡桃 九州文化学園 9:14.36
2008 63 緒方 大地 佐世保南 16:48.60 池森 柚紀 ﾋﾞｰﾄSC 9:28.10
2009 64 緒方 大地 福岡大 16:56.75 池森 柚紀 九州文化学園 9:29.60
2010 65 鶴田 和希 九州文化学園 16:55.49 池森 柚紀 九州文化学園 9:17.33
2011 66 松尾 賢 佐世保南 16:24.64 大会新 野中 瑞姫 山梨学院大 8:57.33 大会新
2012 67 益田 康平 熊本大 18:54.70 房本 亜澄 九州文化高 9:34.34
2013 68 有山 尚輝 佐世保工業高 17:15.63 南里 愛恵 ﾋﾞｰﾄSC 9:40.10
2014 69 有山 尚輝 佐世保工業高 16:56.34 南里 一美 ﾋﾞｰﾄSC 9:12.99
2015 70 永安 千紘 佐世保工業 16:14.23 丸尾 桃子 諫早商業 9:29.83
2016 71 永安 千紘 久留米工業大 16:34.62 丸尾 桃子 諫早商業高 9:31.66
2017 72 大我 耀平 諫早商業高 16:35.50 藤 優実 日本体育大 9:14.80
2018 73 太田 諒 佐々SS 16:49.79 藤 優実 日本体育大 9:23.72
2019 74 中原 脩玖 ﾋﾞｰﾄSC 16:53.77 藤 優実 日本体育大 9:05.07
2020 75 中原 脩玖 ﾋﾞｰﾄSC 16:42.79 小串 優佳 祇園中 9:28.30
2021 76 三根 彗夢 諫早商業高 16:48.83 小串 優佳 ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 9:36.87
2022 77 三根 彗夢 諫早商業高 17:01.16 久保 紅葉 ＫＩＳ諫早 9:43.98

男子 50m 背泳ぎ 女子 50m 背泳ぎ

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 中村 祐志 日本大学 28.47 大会新 佐々木 絵里 桜泳東⾧崎 32.22
2004 59 中村 祐志 日本大学 27.62 県新 佐々木 絵里 桜泳東⾧崎 31.84
2005 60 中村 祐志 ＫＳＧ諫早 27.81 濵田 由実 スパジョーヤ 30.64 県新
2006 61 中村 祐志 日本大 27.20 県新 濵田 由実 スパジョーヤ 30.97
2007 62 山岸 祐介 ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 28.94 濱田 由実 ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 30.45 県新
2008 63 神崎 亮丞 東海大 27.95 濱田 由実 福岡大 30.86
2009 64 山中 裕人 桜泳東⾧崎 29.98 宮﨑 綾 桜泳東⾧崎 29.98 県新
2010 65 永橋 和真 BEAT⾧崎 29.31 福山 聖奈 ⾧崎南 31.45
2011 66 本田 裕也 瓊浦 29.20 廣谷 有以 諫早商業 31.31
2012 67 神﨑 亮丞 なめしSC 26.95 大会新 前田 章子 ⾧崎TSS 37.72
2013 68 神﨑 亮丞 なめしSC 27.09 川﨑 恭子 桜泳東⾧崎 31.70
2014 69 早田 昌太郎 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 28.62 柳川 茉莉生 なめしSC 32.36
2015 70 西村 全機 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 28.29 柳川 茉莉生 なめしSC 32.52
2016 71 山中 隆人 久留米工業大 29.14 田中 志歩 なめしSC 31.78
2017 72 岳藤 翔 ｳｵﾀ･⾧崎 28.58 末竹 唯 SCﾏﾘﾝ 30.97
2018 73 川口 陸 九州共立大 27.45 鍛 治陽 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 32.59
2019 74 橋口 天晴 桜泳東⾧崎 28.23 鍛 治陽 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 31.46
2020 75 橋口 天晴 桜泳東⾧崎 27.77 榎並 蘭 ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 32.48
2021 76 橋口 天晴 桜泳東⾧崎 27.41 上野 日優 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 30.95
2022 77 橋口 天晴 桜泳東⾧崎 27.91 古賀 佑生奈 ⾧崎ＳＣ 31.57

男子 100m 背泳ぎ 女子 100m 背泳ぎ

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 崎山 真 諫早 1:00.45 大会新 安部 智絵 筑波大学 1:04.63 大会新
2004 59 中村 祐志 日本大学 58.68 県新 安部 智絵 筑波大 1:04.31 大会新
2005 60 中村 祐志 ＫＳＧ諫早 59.27 安部 智絵 ビートＳＣ 1:04.26 大会新
2006 61 中村 祐志 日本大 58.22 県新 田中 成美 スパジョーヤ 1:05.65
2007 62 中塚 健太 諫早商業高 58.85 高校新 佐々木 絵里 中京大 1:04.41
2008 63 神崎 亮丞 東海大 58.26 佐々木 絵里 中京大 1:04.04 大会新
2009 64 神崎 亮丞 東海大 57.75 大会新 佐々木 絵里 中京大 1:02.71 県新
2010 65 中塚 健太 明治大 57.92 宮﨑 綾 別府溝部短大 1:04.48
2011 66 中塚 健太 明治大 56.91 大会新 佐々木 絵里 諫早商業 1:04.19
2012 67 山岸 祐介 法政大 56.68 冨田 愛美 ⾧崎大 1:15.02
2013 68 神﨑 亮丞 なめしSC 58.70 松尾 美咲 諫早商業高 1:05.36
2014 69 山岸 祐介 法政大 57.48 川﨑 恭子 桜泳東⾧崎 1:07.57
2015 70 山岸 祐介 法政大 57.55 松尾 美咲 ISS諫早 1:06.67
2016 71 中塚 健太 MTR 56.97 田中 志歩 なめしSC 1:07.41
2017 72 中塚 健太 MTR 57.43 田中 志歩 なめしSC 1:07.93
2018 73 川口 陸 九州共立大 58.78 田中 志歩 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:07.00
2019 74 福田 渓 TOYOTA 58.27 田中 志歩 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:06.88
2020 75 橋口 天晴 桜泳東⾧崎 59.29 上野 日優 ビート⾧崎 1:09.44
2021 76 橋口 天晴 桜泳東⾧崎 58.72 上野 日優 ビート⾧崎 1:05.91
2022 77 福田 渓 ＴＯＹＯＴＡ 57.70 渕上 真奈 ⾧崎ＳＣ 1:05.89

男子 200m 背泳ぎ 女子 200m 背泳ぎ

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 崎山 真 諫早 2:08.05 県新 田中 成美 スパジョーヤ 2:26.46
2004 59 神﨑 亮丞 なめしＳＣ 2:10.66 中学新 佐々木 絵里 桜泳東⾧崎 2:26.56
2005 60 神﨑 亮丞 なめしＳＣ 2:06.99 県新 田中 成美 スパジョーヤ 2:19.79 大会新
2006 61 中塚 健太 ＫＳＧ諫早 2:06.39 県新 西 千尋 スパジョーヤ 2:23.37
2007 62 中塚 健太 諫早商業高 2:05.30 高校新 佐々木 絵里 中京大 2:16.87 大会新
2008 63 中塚 健太 諫早商業 2:06.11 佐々木 絵里 中京大 2:17.39
2009 64 中塚 健太 諫早商業 2:01.55 県新 宮﨑 綾 桜泳東⾧崎 2:15.63 大会新
2010 65 山岸 祐介 BEAT⾧崎 2:04.16 佐々木 絵里 中京大 2:19.62
2011 66 山岸 祐介 ⾧崎南山 2:05.35 福﨑 美南 西九州ssc 2:26.58
2012 67 山岸 祐介 法政大 2:01.95 福﨑 美南 西九州ssc 2:27.83
2013 68 古賀 颯 ﾋﾞｰﾄSC 2:14.23 大友 優里 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:20.92
2014 69 山岸 祐介 法政大 2:03.14 松尾 美咲 諫早商業 2:22.12
2015 70 山岸 祐介 法政大 2:02.62 福﨑 遥香 諫早商業 2:27.67
2016 71 城谷 蓮 諫早商業高 2:18.14 田中 志歩 なめしSC 2:26.37
2017 72 田代 悠真 佐世保工業高 2:16.12 田中 志歩 なめしSC 2:28.34
2018 73 石本 勇真 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:15.24 田中 志歩 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:23.31
2019 74 福田 渓 TOYOTA 2:07.44 田中 志歩 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:24.71
2020 75 橋口 天晴 桜泳東⾧崎 2:11.29 河内 菫 なめしＳＣ 2:32.06
2021 76 橋口 天晴 桜泳東⾧崎 2:09.59 上野 日優 ビート⾧崎 2:25.06
2022 77 福田 渓 ＴＯＹＯＴＡ 2:05.24 上野 日優 ビート⾧崎 2:25.96



男子 50m 平泳ぎ 女子 50m 平泳ぎ

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 中原 孝樹 海自佐世保 31.74 岩本 優美 ＫＩＳ諫早 38.07
2004 59 薄田 浩平 ⾧崎西高 33.88 川口 有紀 ビートＳＣ 38.41
2005 60 中原 孝樹 海自佐世保 31.48 岩本 優美 ＫＳＧ諫早 35.30
2006 61 川原 悠輝 佐世保高専 31.44 福田 寛実 なめしＳＣ 37.90
2007 62 川原 悠輝 佐世保高専 31.06 市丸 朋美 なめしSC 37.34
2008 63 亀井 竣輔 佐世保北 32.32 市丸 朋美 なめしSC 36.82
2009 64 武次 海斗 ﾅｶﾞｻｷSSC 31.67 市丸 朋美 なめしSC 35.68
2010 65 吉野 将史 桜泳東⾧崎 31.27 市丸 朋美 なめしSC 36.87
2011 66 江口 純一 大村工業 30.48 県高新 永吉 英里 佐世保北 35.74
2012 67 加藤 寛也 ⾧崎IOC 34.32 市丸 雅子 ⾧崎TSS 38.40
2013 68 江口 純一 ﾋﾞｰﾄ大村 30.54 尾上 依織 桜泳東⾧崎 34.47 県中新
2014 69 吉野 将史 佐賀大 30.19 尾上 依織 桜泳東⾧崎 35.43
2015 70 豊福 拓海 ﾋﾞｰﾄ⾧与 31.14 前田 奈桜 なめしSC 35.04
2016 71 山口 勇輝 大阪体育大学 29.12 大会新 前田 奈桜 なめしSC 34.63
2017 72 吉野 将史 桜泳東⾧崎 29.36 小関 葵 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 33.15 大会新
2018 73 吉野 将史 ⾧崎市役所 29.15 八百山 蒼 ﾋﾞｰﾄ⾧与 36.26
2019 74 吉野 将史 ⾧崎市役所 28.66 藤 花実 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 35.40
2020 75 吉野 将史 ⾧崎市役所 29.24 八百山 蒼 ﾋﾞｰﾄあぜかり 36.73
2021 76 吉野 将史 ⾧崎市役所 28.53 小関 綾乃 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 35.42
2022 77 吉野 将史 ⾧崎市役所 28.67 下条 岬希 志佐中 35.66

男子 100m 平泳ぎ 女子 100m 平泳ぎ

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 中原 孝樹 海自佐世保 1:09.02 釘田 明奈 九州文化学園 1:15.97 大会新
2004 59 小栁 勇太 ⾧崎西陵高 1:10.34 岩本 優美 ＫＩＳ諫早 1:18.07
2005 60 吉田 司 ＮＵＰＳＣ 1:08.63 岩本 優美 ＫＳＧ諫早 1:15.41 大会新
2006 61 小柳 勇太 スパジョーヤ 1:07.95 緒方 彩夏 ビートＳＣ 1:16.82
2007 62 川原 悠輝 佐世保高専 1:07.55 川野 由夏 諫早商業高 1:14.84 高校新
2008 63 神田 佳祐 九州文化学園 1:07.91 川口 有紀 九州文化学園 1:17.11
2009 64 神田 佳祐 九州文化学園 1:06.96 市丸 朋美 なめしSC 1:16.09
2010 65 神田 佳祐 九州文化学園 1:06.33 緒方 彩夏 法政大 1:15.49
2011 66 武次 海斗 瓊浦 1:06.41 市丸 朋美 なめしSC 1:18.49
2012 67 川口 允孝 九産大 1:10.52 市丸 雅子 ⾧崎TSS 1:24.23
2013 68 増山 郁弥 瓊浦高 1:05.81 尾上 依織 桜泳東⾧崎 1:16.35
2014 69 吉野 将史 佐賀大 1:05.32 県新 川原 美優 なめしSC 1:16.83
2015 70 豊福 拓海 ﾋﾞｰﾄ⾧与 1:07.38 吉原 杏実 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:16.53
2016 71 豊福 拓海 なめしSC 1:07.38 福田 真央 ﾋﾞｰﾄ佐々 1:16.16
2017 72 吉野 将史 桜泳東⾧崎 1:04.58 大会新 小関 葵 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:12.81 大会新
2018 73 吉野 将史 ⾧崎市役所 1:04.70 小関 葵 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:13.13
2019 74 吉野 将史 ⾧崎市役所 1:03.81 県新 小関 葵 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:11.07 大会新
2020 75 吉野 将史 ⾧崎市役所 1:04.51 小関 葵 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:11.94
2021 76 吉野 将史 ⾧崎市役所 1:03.81 大会ﾀｲ 佐田 さくら SCマリン 1:16.30
2022 77 吉野 将史 ⾧崎市役所 1:04.64 小関 葵 九州大 1:11.98

男子 200m 平泳ぎ 女子 200m 平泳ぎ

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 吉田 司 瓊浦 2:30.17 釘田 明奈 九州文化学園 2:39.83
2004 59 吉田 司 瓊浦高 2:30.47 緒方 彩夏 ビートＳＣ 2:44.91
2005 60 川原 悠輝 佐世保工業高 2:34.15 岩本 優美 ＫＳＧ諫早 2:40.95
2006 61 小柳 勇太 スパジョーヤ 2:28.15 白石 亜季 ＫＳＧ諫早 2:43.94
2007 62 神田 佳祐 ﾋﾞｰﾄ相浦 2:30.17 川口 有紀 九州文化学園 2:42.62
2008 63 神田 佳祐 九州文化学園 2:25.42 川口 有紀 九州文化学園 2:39.32
2009 64 神田 佳祐 九州文化学園 2:25.22 川野 由夏 諫早商業 2:39.70
2010 65 神田 佳祐 九州文化学園 2:22.69 大会新 市丸 朋美 なめしSC 2:45.98
2011 66 吉野 将史 桜泳東⾧崎 2:25.31 市丸 朋美 なめしSC 2:45.76
2012 67 山下 宗一郎 諫早商業高 2:24.35 市丸 朋美 なめしSC 2:41.22
2013 68 増山 郁弥 瓊浦高 2:23.16 川原 愛梨 なめしSC 2:44.97
2014 69 田代 廉太 大村工業 2:21.46 大会新 川原 美優 なめしSC 2:43.14
2015 70 田代 廉太 大村工業 2:20.71 大会新 藤 優実 なめしSC 2:38.76
2016 71 田代 廉太 大村工業 2:18.91 県新 川原 美優 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:44.26
2017 72 吉野 将史 桜泳東⾧崎 2:22.06 小関 葵 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:38.08 県新
2018 73 山口 幸朗 KIS諫早 2:25.62 平田 理歩 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:40.82
2019 74 野邉 尚樹 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:22.56 佐田 さくら 小島中 2:44.82
2020 75 保利 瞬汰 ウオタ・⾧崎 2:26.60 佐田 さくら SCマリン 2:48.68
2021 76 吉村 和真 ﾋﾞｰﾄSC 2:22.45 小関 葵 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:39.27
2022 77 保利 瞬汰 ウオタ・⾧崎 2:23.75 下条 岬希 志佐中 2:46.31

男子 50m バタフライ 女子 50m バタフライ

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 京田 佳大 海自佐世保 26.42 小川 恵 なめしＳＣ 30.10
2004 59 橋本 健一 ＫＳＧ諫早 25.59 県新 小川 恵 なめしＳＣ 29.65 大会新
2005 60 町田 健央 中央大 27.23 小川 恵 なめしＳＣ 29.71
2006 61 門坂 恵太 なめしＳＣ 26.61 山野 藍子 なめしＳＣ 31.63
2007 62 玉井 崇 ⾧崎IOC 27.66 川野 未名水 諫早商業高 30.63
2008 63 竹下 雅之 久留米工業大 26.47 堤 遥加 KIS諫早 31.46
2009 64 林 啓介 九産大 27.50 白濱 なつみ 西九州ssc 29.84
2010 65 京田 佳大 海自佐世保 26.93 白濱 なつみ 西九州ssc 29.52 大会新
2011 66 岸本 拓也 なめしSC 25.65 丸尾 桃子 ｳｵﾀ･⾧崎 30.92
2012 67 田島 祐介 佐世保高専 27.16 前田 章子 ⾧崎TSS 39.49
2013 68 坂口 智悟 なめしSC 25.32 大会新 荒木 涼那 なめしSC 29.51 大会新
2014 69 松永 祥太朗 佐世保高専 26.09 大友 優里 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 29.14 大会新
2015 70 早田 昌太郎 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 26.08 中富 莉渉 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 29.93
2016 71 伊崎 明雄 佐世保工業高 27.21 原田 梨花 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 29.68
2017 72 倉本 楓汰 桜泳東⾧崎 26.44 原田 梨花 東京女子体大 29.90
2018 73 福田 大樹 ﾌｪﾆｯｸｽ 26.54 仲田 葵 ⾧崎SC 29.55
2019 74 川﨑 佑紀 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 26.06 山口 笑佳 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 29.70
2020 75 川﨑佑紀/谷口諒 ⾧崎南山 25.51 仲田 葵 ⾧崎SC 27.43 県新
2021 76 川﨑 佑紀 ﾋﾞｰﾄあぜかり 25.31 大会新 松木 海音 ⾧崎SC 30.71
2022 77 川﨑 佑紀 ＭＩＩＸ 25.69 江尻 弥央 ＳＣマリン 29.77

男子 100m バタフライ 女子 100m バタフライ

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 浦郷 尚弘 ＮＵＰＳＣ 58.67 仁戸田 彩 九州文化学園 1:04.07 大会新
2004 59 沖田 健二 ビートＳＣ 59.90 小川 恵 なめしＳＣ 1:03.83 大会新
2005 60 橋本 健一 海自佐世保 57.06 小川 恵 なめしＳＣ 1:05.25
2006 61 竹下 雅之 スパジョーヤ 58.80 小川 恵 なめしＳＣ 1:04.49
2007 62 橋本 健一 海自佐世保 57.44 川野 未名水 諫早商業高 1:05.10
2008 63 竹下 雅之 久留米工業大 58.52 山野 葉子 なめしSC 1:07.70
2009 64 川野 貴雅 KSG諫早 58.12 渡辺 美郷 ﾋﾞｰﾄ相浦 1:04.54
2010 65 川野 貴雅 BEAT⾧崎 56.83 川野 由夏 福岡大 1:02.70 県新
2011 66 岸本 拓也 なめしSC 56.49 県高新 高場 千里 ﾋﾞｰﾄ相浦 1:04.70
2012 67 前田 浩史 諫早商業教 53.82 県新 渡辺 美郷 佐世保北高 1:05.16
2013 68 前田 浩史 諫早商業高 53.20 大会新 糸山 佳子 ﾙﾈｻﾝｽ佐世保 1:04.34
2014 69 前田 浩史 諫早商業高 54.16 大友 優里 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:02.53 県新
2015 70 早田 昌太郎 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 56.69 吉原 杏実 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:04.42
2016 71 内山 和昭 ⾧崎大 56.10 吉原 杏実 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:05.31
2017 72 早田 昌太郎 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 54.83 県高新 吉原 杏実 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 1:03.50
2018 73 早田 昌太郎 福岡大 55.07 太田 紗彩 佐々SS 1:04.37
2019 74 西村 理汰 ﾋﾞｰﾄ西諫早 56.23 太田 紗彩 佐々SS 1:01.37
2020 75 早田 昌太郎 福岡大 54.59 太田 紗彩 佐々SS 1:02.38
2021 76 早田 昌太郎 福岡大 53.48 仲田 葵 ⾧崎ＳＣ 1:03.31
2022 77 早田 昌太郎 ⾧崎市役所 54.61 仲田 葵 ⾧崎ＳＣ 1:00.76 県新

男子 200m バタフライ 女子 200m バタフライ

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 沖田 健二 ビートＳＣ 2:09.07 仁戸田 彩 九州文化学園 2:16.15 県新
2004 59 中村 圭二郎 ＫＳＧ諫早 2:11.08 仁戸田 彩 九州文化学園 2:17.79
2005 60 町田 健央 中央大 2:08.61 川野 未名水 諫早商業高 2:26.60
2006 61 竹下 雅之 スパジョーヤ 2:09.01 川野 未名水 諫早商業高 2:24.42
2007 62 竹下 雅之 ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 2:06.88 大会新 澤井 美優 九州文化学園 2:23.55
2008 63 柏木 孔輔 なめしSC 2:10.27 渡辺 美郷 ﾋﾞｰﾄ相浦 2:27.69
2009 64 川野 貴雅 KSG諫早 2:08.12 渡辺 美郷 ﾋﾞｰﾄ相浦 2:21.24
2010 65 川野 貴雅 BEAT⾧崎 2:04.55 県高新 渡辺 美郷 ﾋﾞｰﾄ相浦 2:26.81
2011 66 川野 貴雅 BEAT⾧崎 2:04.55 大会ﾀｲ 山岸 由依 BEAT⾧崎 2:22.24
2012 67 前田 浩史 諫早商業教 1:59.63 県新 渡辺 美郷 佐世保北高 2:21.53
2013 68 安達 祐太郎 ⾧崎南山高 2:08.07 高場 千里 九州文化高 2:18.99
2014 69 安達 祐太郎 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:09.40 高場 千里 九州文化高 2:22.42
2015 70 前田 彪冴 なめしSC 2:14.32 田中 泳美 諫早商業 2:28.25
2016 71 早田 昌太郎 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:02.19 橋本 遥名 小島中 2:30.90
2017 72 早田 昌太郎 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:01.44 県高新 吉原 杏実 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:20.02
2018 73 川口 響 SCﾏﾘﾝ 2:16.19 太田 紗彩 佐々SS 2:19.09
2019 74 西村 理汰 ﾋﾞｰﾄ西諫早 2:06.73 太田 紗彩 佐々SS 2:15.26 大会新
2020 75 早田昌太郎 福岡大 2:02.65 太田 紗彩 佐々SS 2:18.05
2021 76 早田昌太郎 福岡大 2:00.36 岩﨑 瑞姫 ﾋﾞｰﾄ北松 2:30.20
2022 77 岩﨑 基晴 九州文化学園 2:08.16 岩﨑 瑞姫 ﾋﾞｰﾄ北松 2:24.80

男子 200m 個人メドレー 女子 200m 個人メドレー

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 林 翔一 日本体育大学 2:13.10 伊藤 葉子 ビートＳＣ 2:24.99
2004 59 平田 弦也 なめしＳＣ 2:16.12 山口 美咲 ＫＳＧ諫早 2:24.40
2005 60 林 翔一 なめしＳＣ 2:11.35 安部 智絵 ビートＳＣ 2:21.81
2006 61 森 隆弘 アカデミ⾧崎 2:03.28 県新 川野 由夏 ＫＩＳ諫早 2:22.82
2007 62 山岸 祐介 ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 2:14.97 中学新 川野 由夏 諫早商業高 2:20.15 高校新
2008 63 山岸 祐介 ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 2:13.16 岩下 玲菜 九州文化学園 2:24.43
2009 64 松尾 賢 ﾋﾞｰﾄSC 2:15.30 市丸 朋美 なめしSC 2:32.20
2010 65 中塚 健太 明治大 2:10.29 川野 由夏 福岡大 2:19.02 大会新
2011 66 中塚 健太 明治大 2:07.80 川野 由夏 福岡大 2:18.60 大会新
2012 67 中塚 健太 明治大 2:06.98 川野 由夏 福岡大 2:15.40 県新
2013 68 松尾 賢 ﾋﾞｰﾄSC 2:11.23 川原 愛梨 なめしSC 2:21.03
2014 69 早田 昌太郎 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:09.78 県中新 大友 優里 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:21.88
2015 70 早田 昌太郎 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:08.05 県高新 川原 愛梨 山梨学院大 2:19.18
2016 71 松尾 賢 岡山大学 2:10.35 川原 愛梨 山梨学院大 2:19.89
2017 72 北村 真一 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:13.31 藤 優実 日本体育大 2:21.82
2018 73 早田 昌太郎 福岡大 2:06.94 吉原 杏実 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 2:19.96
2019 74 吉村 和真 ﾋﾞｰﾄSC 2:14.47 下条 樹希 ﾋﾞｰﾄ松浦 2:24.39
2020 75 早田昌太郎 福岡大 2:08.75 下条 樹希 九州文化 2:26.87
2021 76 吉村 和真 ﾋﾞｰﾄSC 2:09.92 小田 愛留 SCﾏﾘﾝ 2:43.56
2022 77 濵崎 颯一郎 なめしＳＣ 2:13.87 吉原 杏実 鹿屋体育大 2:20.39

男子 400m 個人メドレー 女子 400m 個人メドレー

年代 国体回 氏名 所属 記録 備考 氏名 所属 記録 備考

2003 58 中村 圭二郎 ＩＳＳ諫早 4:42.79 竹森 智美 なめしＳＣ 5:09.95
2004 59 中村 圭二郎 ＫＳＧ諫早 4:46.44 伊藤 葉子 ビートＳＣ 5:01.83
2005 60 林 翔一 なめしＳＣ 4:39.34 岩下 玲菜 ビートＳＣ 5:09.52
2006 61 森 隆弘 アカデミ⾧崎 4:25.26 県新 岩下 玲菜 ビートＳＣ 5:14.86
2007 62 神﨑 亮丞 なめしSC 4:36.78 岩下 玲菜 九州文化学園 5:13.42
2008 63 中塚 健太 諫早商業 4:38.70 川野 由夏 諫早商業 4:56.48 大会新
2009 64 中塚 健太 諫早商業 4:31.75 川野 由夏 諫早商業 4:55.01 大会新
2010 65 溝田 拳四郎 なめしSC 4:36.12 高場 千里 ﾋﾞｰﾄ相浦 5:08.07
2011 66 山下 宗一郎 諫早商業 4:39.73 赤間 舞子 なめしSC 5:36.12
2012 67 山下 宗一郎 諫早商業高 4:35.37 高場 千里 九州文化高 4:58.62
2013 68 中尾 優希 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 4:49.57 川原 愛梨 なめしSC 4:57.70
2014 69 仁木 涼太 九州文化高 4:38.36 吉原 杏実 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 5:01.47
2015 70 山下 宗一郎 山梨学院大 4:34.67 川原 愛梨 山梨学院大 4:55.05
2016 71 仁木 涼太 九州文化高 4:40.76 藤 優実 日本体育大 4:55.82
2017 72 前田 彪冴 なめしSC 4:48.79 藤 優実 日本体育大 4:55.96
2018 73 原田 樹 なめしSC 4:51.97 藤 優実 日本体育大 4:55.48
2019 74 永石 航大 ﾋﾞｰﾄ⾧崎 4:54.84 藤 優実 日本体育大 4:53.29 大会新
2020 75 吉村 和真 ﾋﾞｰﾄＳＣ 4:39.67 下条 樹希 九州文化 5:20.17
2021 76 濵崎 颯一郎 なめしSC 4:47.54 下条 樹希 ﾋﾞｰﾄ北松 5:17.49
2022 77 濵崎 颯一郎 なめしSC 4:45.91 下条 樹希 九州文化学園 5:10.60


