
　

該当無し

性別 選手名 学年 所属 学校（併記） 記録 標準記録 樹立日 大会名

男子 100m バタフライ 早田昌太郎 一般 ビート長崎 長崎市役所 53.48 54.47 7/4 県選手権

男子 50m 自由形 中塚　健太 一般 ＭＴＲＳＴ 23.32 23.57 7/3 県選手権

男子 100m 背泳ぎ 福田　　渓 一般 ＴＯＹＯＴＡ 　 57.10 57.31 7/3 県選手権

男子 50m 自由形 森山　　遼 大1 福岡大学 ビート長崎 23.14 23.57 7/3 県選手権

男子 50m 自由形 竹野　友貴 一般 ＴＯＹＯＴＡ 　 23.32 23.57 7/3 県選手権

性別 選手名 学年 所属クラブ 学校（併記） 記録 標準記録 樹立日 大会名

女子 200m 個人メドレー 吉原　杏実 大4 鹿屋体育大 　 2:18.80 2:20.03 10/9 日本学生

女子 100m バタフライ 仲田　　葵 大1 鹿屋体育大 　 1:00.94 1:01.46 7/19 九州高校

女子 100m 平泳ぎ 小関　　葵 大1 九州大学 　 1:11.39 1:12.09 6/6 県高総体

女子 50m 自由形 榎並　　蘭 高2 ルネサンス佐世保 九州文化高 27.15 27.19 6/4 県高総体

女子 100m 背泳ぎ 上野　日優 高1 ビート長崎 長崎西高 1:05.65 1:06.52 6/20 市中総体

女子 100m 背泳ぎ 渕上　真奈 中3 長崎ＳＣ 緑ヶ丘中 1:06.52 1:06.52 3/21 県春季招待

③国体候補選手　少年Ａ（高2～高3）

性別 選手名 学年 所属クラブ 学校 記録 標準記録 樹立日 大会名

男子 400m 自由形 染　　拓實 高3 ビート長崎 長崎西高 4:08.77 4:11.55 9/23 県高新人

男子 50m 自由形 谷口　　諒 高3 ビート長与 南山高 24.69 24.69 9/23 県高新人

性別 選手名 学年 所属クラブ 学校 記録 標準記録 樹立日 大会名

女子 50m 自由形 柿原　紫乃 高3 ＳＣマリン 長崎南高 27.21 27.73 9/23 県高新人

女子 400m 自由形 小串　優佳 高2 ルネサンス佐世保 九州文化高 4:30.70 4:32.56 3/21 県春季招待

　

④国体候補選手　少年Ｂ（中3～高1）

該当無し

性別 選手名 学年 所属クラブ 学校 記録 標準記録 樹立日 大会名

女子 100m 自由形 前川　結衣 中3 ビート相浦 日野中 1:00.62 1:00.84 7/4 県選手権

（女子）

令和４年度　長崎県水泳連盟強化指定選手

①特別強化選手

②国体強化選手

（男子）

種目

（女子）

種目

※併記は社会人・大学生の2所属併記登録のみ

（男子）

種目

種目

（男子）

（女子）

種目



⑤ジュニア強化選手（小学生～高校生）

（男子）

性別 選手名 学年 所属クラブ 学校 記録 標準記録 樹立日 大会名

男子 50m 自由形 鶴田慎太郎 高3 ビートＳＣ 佐世保高専 24.94 25.06 3/20 県春季招待

男子 100m 平泳ぎ 平松　七星 高3 ビート西諫早 諫早商業高 1:06.27 1:06.96 9/23 県高校新人

男子 200m 平泳ぎ 保利　瞬汰 高3 ウォーター長崎 大村高 2:23.44 2:24.33 11/14 県ＳＣ公認

男子 200m バタフライ 岩﨑　基晴 高2 ビート北松 九州文化高 2:09.81 2:12.05 6/5 県高総体

男子 200m 個人メドレー 濵崎颯一郎 高2 長崎北高 なめしＳＣ 2:10.55 2:15.08 7/3 県選手権

男子 1500m 自由形 中原　快吏 高2 ビートＳＣ 佐世保工業 16:59.37 17:02.64 11/14 県ＳＣ公認

男子 100m 背泳ぎ 一ノ瀬稜太 高1 桜泳東長崎 長崎南山高 1:02.01 1:02.48 3/21 県春季招待

男子 50m 自由形 高比良竜一 中3 長崎ＳＣ 小江原中 25.54 26.08 7/25 県中総体

男子 200m 自由形 谷口　　巧 中3 ビートＳＣ 早岐中 2:03.38 2:04.35 3/20 県春季招待

男子 400m 自由形 白根　舜大 中3 おおとりＳＣ 長与中 4:22.52 4:22.73 3/21 県春季招待

男子 200 バタフライ 鳥越　慧士 中3 ウォーター長崎 諫高付中 2:14.30 2:14.70 3/20 県春季招待

男子 800m 自由形 立花　琉真 中2 ウォーター長崎 桜が原中 9:14.62 9:19.13 10/23 県ディスタンス

男子 1500 自由形 平田真太郎 中2 ＫＩＳ諫早 喜々津中 17:28.42 17:33.64 3/20 県春季招待

⑤ジュニア強化選手（小学生～高校生）

（女子）

性別 選手名 学年 所属クラブ 学校 記録 標準記録 樹立日 大会名

女子 200m 自由形 才木　仁湖 高2 ビート長崎 長崎商業高 2:10.69 2:12.81 3/20 県春季招待

女子 100m 平泳ぎ 佐田さくら 高2 ＳＣマリン 諫早商業高 1:15.90 1:16.00 9/23 県高校新人

女子 100m バタフライ 岩﨑　瑞姫 高1 ビート北松 九州文化高 1:04.86 1:05.09 11/14 県ＳＣ公認

女子 400m 自由形 久保　紅葉 中3 ＫＩＳ諫早 北諫早中 4:44.59 4:46.45 7/4 県選手権

女子 100m 平泳ぎ 下条　岬希 中3 ビート北松 志佐中 1:15.96 1:16.85 3/21 県春季招待

女子 50m 自由形 増丸　亜紀 中2 ウォーター長崎 大村中 28.57 28.68 7/25 県中総体

女子 100m 平泳ぎ 小関　綾乃 中2 ビート長崎 青雲中 1:15.95 1:16.85 8/6 九州中学

女子 100m 背泳ぎ 小田　愛留 小6 ＳＣマリン 喜々津小 1:12.02 1:13.31 3/21 県春季招待

⑥成年強化選手（大学生～一般）

（男子）

性別 選手名 学年 所属クラブ 学校 記録 標準記録 樹立日 大会名

男子 100m 平泳ぎ 吉野　将史 一般 長崎市役所 　 1:03.81 1:04.19 7/4 県選手権

男子 400m 自由形 小串　爽太 大1 九州共立大 　 4:03.37 4:06.40 3/21 県春季招待

種目

種目

種目
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