
2017年度　筑後地区水泳競技大会（総合体育大会）         男子成績一覧表 

2017/07/15 ～ 2017/07/16

会場  筑後広域公園プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 米盛　夏希 中3 松尾　綾斗 中3 東島　拓己 中3 池上　泰正 中1 岩本　武龍 中3 矢野　優月 中3 羽田野武蔵 中3 松藤　和輝 中1

50m 城島 筑邦西 久留米城南 三橋 夜須 良山 三国 久留米城南

タイム決勝 25.93 26.33 26.98 27.18 27.49 27.50 27.84 27.85

自由形 椿原　成將 中3 米盛　夏希 中3 東島　拓己 中3 松内　大生 中2 堀　　瑞貴 中3 古賀信一郎 中3 池亀　　斗 中3 佐藤　大心 中2

100m 大牟田田隈 城島 久留米城南 三潴 大牟田田隈 福島 羽犬塚 比良松

タイム決勝 54.67 57.71 58.76 59.32 1:00.34 1:00.90 1:01.06 1:01.40

自由形 椿原　成將 中3 松内　大生 中2 萩尾　真郷 中3 中村　康介 中2 乗富　　優 中3 佐藤　大心 中2 家永　大希 中3 堤　　奏太 中1

200m 大牟田田隈 三潴 明星 広川 昭代 比良松 朝倉甘木 蒲池

タイム決勝 1:59.34 2:08.44 2:11.21 2:12.99 2:14.91 2:19.83 2:23.75 2:24.92

自由形 築地原智二 中2 熊谷　峰大 中3 筬島　健愼 中2 入江　勘太 中3 井上欣次郎 中3 宮原　大輝 中2 萩尾　真郷 中3 三田　智輝 中2

400m 山川 杷木 三又 黒木 夜須 久留米城南 明星 附属久留米

タイム決勝 4:23.71 4:27.12 4:31.09 4:32.89 4:33.62 4:33.79 4:37.42 4:51.31

自由形 築地原智二 中2 熊谷　峰大 中3 宮原　大輝 中2 井上欣次郎 中3 北川　遼真 中2 入江　勘太 中3 三田　智輝 中2 阿津坂純正 中3

1500m 山川 杷木 久留米城南 夜須 大牟田田隈 黒木 附属久留米 柳南

タイム決勝 17:15.28 Fin. 17:37.79 Fin. 18:06.85 Fin. 18:16.17 Fin. 18:20.02 Fin. 18:27.25 Fin. 18:36.00 Fin. 19:38.16 Fin.

 9:05.31 800  9:21.94 800  9:35.66 800  9:40.50 800  9:39.94 800  9:46.47 800  9:49.62 800 10:17.74 800

背泳ぎ 本田　湧也 中3 田中　　元 中3 髙口　創史 中3 吹出　純生 中2 松尾　綾斗 中3 早野　　陸 中3 鹿毛　琉希 中2 原　　章詠 中2

100m 羽犬塚 夜須 諏訪 夜須 筑邦西 朝倉甘木 青陵 筑後北

タイム決勝 1:05.51 1:09.32 1:10.43 1:10.53 1:11.21 1:11.38 1:12.48 1:13.12

背泳ぎ 本田　湧也 中3 早野　　陸 中3 髙口　創史 中3 荒木　誠光 中2 原　　太造 中1 田中　　元 中3 田中　隆稀 中3 原　　章詠 中2

200m 羽犬塚 朝倉甘木 諏訪 大牟田田隈 浮羽 夜須 城島 筑後北

タイム決勝 2:24.80 2:32.18 2:33.04 2:34.20 2:35.77 2:35.89 2:36.79 2:40.29

平泳ぎ 森田　貫太 中3 金子　能飛 中3 稲吉　諒馬 中3 樋口　楽人 中2 田川　元基 中3 馬田　楽大 中1 中野　礼雅 中2 重松　総馬 中3

100m 三橋 大牟田田隈 明星 八女西 三潴 浮羽 朝倉甘木 城島

タイム決勝 1:10.46 1:13.89 1:14.42 1:15.96 1:15.98 1:16.94 1:16.97 1:17.18

平泳ぎ 森田　貫太 中3 稲吉　諒馬 中3 江崎　　竜 中3 金子　能飛 中3 樋口　楽人 中2 重松　総馬 中3 野中　善矢 中3 島川　清芽 中3

200m 三橋 明星 瀬高 大牟田田隈 八女西 城島 牟田山 明星

タイム決勝 2:29.13 2:37.93 2:38.56 2:40.95 2:41.88 2:46.49 2:46.63 2:49.51
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2017年度　筑後地区水泳競技大会（総合体育大会）         男子成績一覧表 

2017/07/15 ～ 2017/07/16

会場  筑後広域公園プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 浦田　怜旺 中3 松内　元明 中2 池上　泰正 中1 鐘江拳士郎 中3 松藤　和輝 中1 阿津坂純正 中3 江藤　治輝 中3 前田　楓和 中2

100m 白光 三潴 三橋 宮ノ陣 久留米城南 柳南 吉井 朝倉甘木

タイム決勝 1:02.21 1:02.45 1:03.38 1:05.74 1:06.58 1:07.88 1:08.60 1:09.92

バタフライ 浦田　怜旺 中3 今村　　翼 中2 鐘江拳士郎 中3 松内　元明 中2 江﨑　隆真 中1 森部爽太郎 中2 松尾　　陵 中2 布谷　眞人 中1

200m 白光 小郡 宮ノ陣 三潴 瀬高 比良松 小郡 蒲池

タイム決勝 2:18.36 2:20.16 2:25.06 2:27.14 2:38.05 2:44.31 2:45.99 2:52.70

個人メドレー 堀井　礼詞 中3 八田　奏志 中2 鹿毛　琉希 中2 中村　康介 中2 池亀　　斗 中3 吹出　純生 中2 馬田　楽大 中1 東野　裕斗 中2

200m 附属久留米 昭代 青陵 広川 羽犬塚 夜須 浮羽 三国

タイム決勝 2:21.36 2:23.14 2:25.21 2:27.20 2:27.90 2:34.15 2:36.64 2:36.69

個人メドレー 今村　　翼 中2 堀井　礼詞 中3 八田　奏志 中2 江崎　　竜 中3 北川　遼真 中2 野瀬　希一 中3 内藤　大智 中1 山下　　晃 中3

400m 小郡 附属久留米 昭代 瀬高 大牟田田隈 朝倉甘木 夜須 北野

タイム決勝 4:53.09 4:58.17 5:07.44 5:12.84 5:16.01 5:43.45 5:56.69 6:14.64

リレー 大牟田田隈 中 三潴 中 夜須 中 三国 中 朝倉甘木 中 久留米城南 中 城島 中 杷木 中

400m 堀　　瑞貴 中3 藤岡　皓希 中3 井上欣次郎 中3 黒木　莞太 中3 尾畑　直哉 中2 松藤　和輝 中1 米盛　夏希 中3 熊谷　峰大 中3

タイム決勝 北川　遼真 中2 田川　元基 中3 平山　哉宇 中3 東野　裕斗 中2 前田　楓和 中2 宮原　大輝 中2 田中　隆稀 中3 後藤　爽馬 中3

金子　能飛 中3 松内　元明 中2 吹出　純生 中2 村上　竣哉 中3 家永　大希 中3 古賀　友也 中3 坂井　優仁 中1 小嶋　勇佑 中1

椿原　成將 中3 松内　大生 中2 岩本　武龍 中3 羽田野武蔵 中3 早野　　陸 中3 東島　拓己 中3 重松　総馬 中3 田中　佑汰 中3

3:57.62 Fin. 4:01.76 Fin. 4:05.51 Fin. 4:10.59 Fin. 4:12.59 Fin. 4:15.53 Fin. 4:16.50 Fin. 4:19.18 Fin.

 1:01.02 1st.  1:04.10 1st.    57.97 1st.  1:01.98 1st.  1:05.07 1st.  1:00.79 1st.    57.56 1st.  1:00.06 1st.

メドレーリレー 三潴 中 夜須 中 大牟田田隈 中 三国 中 朝倉甘木 中 杷木 中 久留米城南 中 城島 中

400m 松内　大生 中2 田中　　元 中3 荒木　誠光 中2 村上　竣哉 中3 早野　　陸 中3 田中　佑汰 中3 宮原　大輝 中2 田中　隆稀 中3

タイム決勝 田川　元基 中3 倉掛　大翔 中3 金子　能飛 中3 羽田野武蔵 中3 中野　礼雅 中2 後藤　爽馬 中3 古賀　友也 中3 坂井　優仁 中1

松内　元明 中2 吹出　純生 中2 北川　遼真 中2 黒木　莞太 中3 前田　楓和 中2 熊谷　峰大 中3 松藤　和輝 中1 重松　総馬 中3

藤岡　皓希 中3 井上欣次郎 中3 堀　　瑞貴 中3 東野　裕斗 中2 家永　大希 中3 小嶋　勇佑 中1 東島　拓己 中3 米盛　夏希 中3

4:33.61 Fin. 4:35.89 Fin. 4:36.77 Fin. 4:46.28 Fin. 4:46.47 Fin. 4:51.71 Fin. 4:53.31 Fin. 4:57.21 Fin.

 1:09.97 1st.  1:10.61 1st.  1:14.13 1st.  1:13.44 1st.  1:12.36 1st.  1:18.11 1st.  1:14.59 1st.  1:14.80 1st.
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2017年度　筑後地区水泳競技大会（総合体育大会）         女子成績一覧表 

2017/07/15 ～ 2017/07/16

会場  筑後広域公園プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 河野　琉杏 中2 中原　優希 中2 矢野　美遥 中2 芳野　歩希 中2 杉　　怜奈 中3 原　英莉香 中3 栁瀬　優希 中3 中野　もえ 中1

50m 昭代 瀬高 朝倉甘木 夜須 浮羽 久留米城南 良山 田主丸

タイム決勝 29.08 30.19 30.30 30.93 31.04 31.37 32.09 32.24

自由形 河野　琉杏 中2 和佐　　楓 中2 栗田　歩未 中2 杉　　怜奈 中3 松葉　友花 中2 原　英莉香 中3 今村　菜美 中2 大坪　莉子 中2

100m 昭代 昭代 三国 浮羽 大川東 久留米城南 朝倉甘木 福島

タイム決勝 1:01.59 1:02.02 1:03.26 1:06.80 1:09.87 1:09.91 1:10.60 1:11.43

自由形 宮崎　華子 中1 栗田　歩未 中2 山﨑　芽衣 中2 平川　桜花 中1 高口　舜可 中2 仲　　小榛 中3 堤　　さな 中1 今村　菜美 中2

200m 三国 三国 筑後 大和 大川東 筑邦西 大木 朝倉甘木

タイム決勝 2:13.86 2:14.05 2:18.08 2:23.59 2:26.55 2:27.31 2:29.15 2:36.18

自由形 渕　　歩夢 中1 中島ひなた 中2 長澤　友里 中2 切明　奈々 中1 高口　舜可 中2 井上　美和 中2 井上満奈未 中1 依田　鈴香 中2

400m 小郡 久留米城南 大川東 福島 大川東 朝倉甘木 比良松 杷木

タイム決勝 4:53.11 5:02.10 5:02.59 5:05.64 5:12.18 5:38.90 6:07.14 6:10.20

自由形 渕　　歩夢 中1 中島ひなた 中2 安岡　真子 中2 切明　奈々 中1 冨田　清榎 中1 龍野あかり 中3 金子　采椰 中2 木村　彩乃 中1

800m 小郡 久留米城南 杷木 福島 夜須 小郡 朝倉甘木 夜須

タイム決勝 10:03.26 10:24.26 10:32.89 10:42.79 11:01.97 11:17.36 13:03.05 14:07.84

背泳ぎ 藤村　沙希 中3 石橋　幸奈 中3 中原　優希 中2 辻　　菊乃 中2 向井　花音 中3 平川　桜花 中1 川藤　麗花 中3 前畑　亜美 中3

100m 荒木 諏訪 瀬高 白光 三輪 大和 夜須 八女学院

タイム決勝 1:08.56 1:12.40 1:14.63 1:14.68 1:15.80 1:16.22 1:17.47 1:18.34

背泳ぎ 藤村　沙希 中3 和佐　　楓 中2 石橋　幸奈 中3 辻　　菊乃 中2 向井　花音 中3 土井　彩永 中1 川藤　麗花 中3 石河　千夏 中1

200m 荒木 昭代 諏訪 白光 三輪 牟田山 夜須 良山

タイム決勝 2:25.61 2:31.85 2:34.57 2:41.57 2:43.71 2:47.41 2:48.36 2:57.02

平泳ぎ 倉掛　咲千 中3 山﨑　芽衣 中2 下川　はな 中1 冨田　清榎 中1 大石　紗綺 中2 茅島　妃那 中3 長澤　友里 中2 碓井　千聖 中2

100m 夜須 筑後 大原 夜須 北野 荒木 大川東 浮羽

タイム決勝 1:18.95 1:22.48 1:22.93 1:26.42 1:28.54 1:29.00 1:30.08 1:30.56

平泳ぎ 倉掛　咲千 中3 茅島　妃那 中3 碓井　千聖 中2 南　ひなた 中2 井上　美和 中2 木引　彩弓 中3 梶原　愛花 中1 德田　朱里 中2

200m 夜須 荒木 浮羽 荒木 朝倉甘木 諏訪 杷木 朝倉甘木

タイム決勝 2:43.31 3:10.08 3:13.34 3:15.07 3:19.57 3:27.21 3:32.80 3:33.41

バタフライ 畑田真奈穂 中3 那須　聖菜 中1 西原　真希 中2 石川　里桜 中1 堤　　さな 中1 加藤　弥子 中2 松葉　友花 中2 坂本　心花 中2

100m 牟田山 夜須 高田 高田 大木 宮ノ陣 大川東 松原

タイム決勝 1:04.81 1:10.96 1:12.61 1:13.39 1:14.01 1:15.21 1:17.06 1:24.85
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2017年度　筑後地区水泳競技大会（総合体育大会）         女子成績一覧表 

2017/07/15 ～ 2017/07/16

会場  筑後広域公園プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 畑田真奈穂 中3 西原　真希 中2 那須　聖菜 中1 石川　里桜 中1 加藤　弥子 中2 龍野あかり 中3 金子　采椰 中2 河辺しほり 中2

200m 牟田山 高田 夜須 高田 宮ノ陣 小郡 朝倉甘木 朝倉甘木

タイム決勝 2:22.77 2:37.92 2:41.50 2:44.07 2:47.14 3:02.74 3:14.18 3:19.67

個人メドレー 宮崎菜々子 中3 岡　　莉子 中3 宮崎　華子 中1 下川　はな 中1 中野　勧菜 中1 前畑　亜美 中3 矢野　心遥 中2 久保田ひかり 中3

200m 三国 羽犬塚 三国 大原 夜須 八女学院 朝倉甘木 八女西

タイム決勝 2:20.80 2:21.42 2:38.31 2:44.34 2:46.02 2:46.49 2:54.89 2:55.61

個人メドレー 宮崎菜々子 中3 岡　　莉子 中3 安岡　真子 中2 中野　勧菜 中1 仲　　小榛 中3 矢野　美遥 中2 矢野　心遥 中2 河辺しほり 中2

400m 三国 羽犬塚 杷木 夜須 筑邦西 朝倉甘木 朝倉甘木 朝倉甘木

タイム決勝 4:57.28 5:01.12 5:47.60 5:52.93 5:59.12 6:06.96 6:22.55 6:48.68

リレー 三国 中 夜須 中 朝倉甘木 中 荒木 中 大川東 中 杷木 中 久留米城南 中 牟田山 中

400m 栗田　歩未 中2 那須　聖菜 中1 矢野　美遥 中2 茅島　妃那 中3 高口　舜可 中2 安岡　真子 中2 原　しより 中1 畑田真奈穂 中3

タイム決勝 桑野智央里 中2 川藤　麗花 中3 今村　菜美 中2 南　ひなた 中2 金子　未歩 中2 星野キララ 中2 榊　　璃音 中3 泉　亜香里 中1

宮崎　華子 中1 芳野　歩希 中2 矢野　心遥 中2 山下さくら 中2 松葉　友花 中2 依田　鈴香 中2 中島ひなた 中2 田中　香帆 中1

宮崎菜々子 中3 倉掛　咲千 中3 井上　美和 中2 藤村　沙希 中3 長澤　友里 中2 林　　紗季 中2 原　英莉香 中3 土井　彩永 中1

4:24.70 Fin. 4:33.36 Fin. 4:43.43 Fin. 4:47.42 Fin. 4:49.70 Fin. 4:56.71 Fin. 5:07.61 Fin. 5:13.81 Fin.

 1:03.46 1st.  1:06.23 1st.  1:08.68 1st.  1:07.99 1st.  1:09.94 1st.  1:07.19 1st.  1:26.83 1st.  1:01.16 1st.

メドレーリレー 夜須 中 三国 中 荒木 中 朝倉甘木 中 大川東 中 杷木 中 久留米城南 中 諏訪 中

400m 川藤　麗花 中3 宮崎　華子 中1 藤村　沙希 中3 矢野　美遥 中2 高口　舜可 中2 安岡　真子 中2 原　しより 中1 池田　光優 中2

タイム決勝 倉掛　咲千 中3 栗田　歩未 中2 茅島　妃那 中3 井上　美和 中2 長澤　友里 中2 梶原　愛花 中1 榊　　璃音 中3 木引　彩弓 中3

那須　聖菜 中1 宮崎菜々子 中3 南　ひなた 中2 矢野　心遥 中2 松葉　友花 中2 林　　紗季 中2 中島ひなた 中2 石橋　幸奈 中3

芳野　歩希 中2 大島　千幸 中2 山下さくら 中2 今村　菜美 中2 金子　未歩 中2 依田　鈴香 中2 原　英莉香 中3 上村絵乃音 中2

4:56.59 Fin. 5:11.15 Fin. 5:18.29 Fin. 5:25.04 Fin. 5:29.15 Fin. 5:35.17 Fin. 5:40.21 Fin. 6:01.29 Fin.

 2:36.64 1st.  2:40.74 1st.  2:36.32 1st.  2:54.06 1st.  2:50.07 1st.  2:52.38 1st.  3:11.52 1st.  1:32.03 1st.
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