
種 目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

穂波東 水巻南 岡垣東 直方第二 遠賀 飯塚第一 直方第三 岡垣

106 97 74 61 37 36 31 28

直方第二 遠賀 穂波東 植木 鞍手 飯塚第一 水巻南 中間南

102 91 40 28 20 16 16 16
（同6位） （同6位）

総合男子

総合女子











R3.7.10 県営筑豊緑地屋外プール

男子 自由形         50m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 海老 優汰 水巻南 中3 0:25.67
2 歌野原 佑樹 岡垣東 中1 0:26.57
3 吉元 凪翔 穂波東 中3 0:26.85
4 田中 大智 中間 中2 0:27.37
5 手島 慶二 穂波東 中2 0:27.56
6 藤嶋 奎 碓井 中2 0:28.04
7 吉原 朋冶 飯塚第二 中1 0:28.20
8 廣田 創士 飯塚第二 中3 0:28.25
9 古賀 勇志 小竹 中2 0:28.51
10 小野 結翔 直方第二 中3 0:28.58
11 上田 圭祐 飯塚第一 中3 0:28.65
12 山本 翔太朗 中間 中1 0:28.85
13 丸目 愛空 直方第二 中3 0:29.24
14 吉田 亮 遠賀 中2 0:29.60
15 福原 颯真 宮若東 中3 0:29.66
16 永井 煌大 芦屋 中2 0:30.59
17 久野 立昇介 宮若東 中2 0:31.64
18 石橋 柊弥 直方第二 中3 0:31.69

男子 自由形        100m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 吉元 凪翔 穂波東 中3 0:58.14
2 田中 大智 中間 中2 0:58.71
3 塩田 皓 穂波東 中1 1:03.93
4 福原 颯真 宮若東 中3 1:06.10  
5 上田 圭祐 飯塚第一 中3 1:06.58
6 前田  京介 中間東 中2 1:07.28
7 丸目 愛空 直方第二 中3 1:07.91
8 永井 煌大 芦屋 中2 1:09.36
9 杉山 拓海 岡垣東 中2 1:09.51
10 石橋 柊弥 直方第二 中3 1:11.51
11 田野 進 直方第三 中1 1:13.59
12 沖 修斗 直方第二 中3 1:13.67
13 南 寿樹 水巻南 中2 1:14.62
14 瓜生  暢之 中間東 中1 1:15.33
15 梅田 巧 植木 中1 1:18.28
16 中村 隼 飯塚第一 中2 1:18.74
17 櫻井 真羽 穂波東 中2 1:19.53
18 白谷 一輝 二瀬 中2 1:22.76

令和３年度 筑豊地区中学校 水泳競技大会



男子 自由形        200m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 岡村 海秀 穂波東 中3 2:14.66
2 塩田 皓 穂波東 中1 2:15.83
3 杉山 拓海 岡垣東 中2 2:38.05
4 中村 悠斗 遠賀 中2 2:38.30
5 和田 勇良 水巻南 中2 2:47.06
6 藤田 朋志 水巻南 中1 2:48.11
7 緒方 遵慈 直方第二 中3 3:00.08
8 髙祖  莉音 直方第三 中2 3:02.14
9 木村 勇海 岡垣東 中1 3:05.31
10 正田  悠人 直方第三 中2 3:05.63
11 西田 悠希 穂波東 中3 3:11.79
12 野見山 優太 直方第二 中2 3:26.56
13 吉田 汰雅 遠賀 中2 3:31.27
14 北生 心優 直方第一 中2 3:41.81
15 一宮 春道 直方第二 中1 3:52.09

男子 自由形        400m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 岡村 海秀 穂波東 中3 4:43.68
2 福山 大喜 水巻南 中3 5:52.66
3 中原 慶 水巻南 中3 6:11.96
4 熊辻 陽介 穂波東 中2 6:15.65
5 内田 優晴 直方第二 中3 6:27.65
6 山本 蒼也 水巻南 中3 6:35.09
7 緒方 遵慈 直方第二 中3 6:38.50
8 沖 修斗 直方第二 中3 6:45.93
9 近藤 典汰 遠賀 中2 7:06.63
10 最所 響 遠賀 中2 7:08.50
11 鑓水 遼成 穂波東 中2 7:33.28
12 濱 悠造 遠賀 中2 7:36.19
13 北生 心優 直方第一 中2 7:42.94

男子 自由形       1500m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 福山 大喜 水巻南 中3 23:12.65
2 中原 慶 水巻南 中3 25:37.67
3 内田 優晴 直方第二 中3 25:55.66
4 山本 蒼也 水巻南 中3 26:20.61



男子 背泳ぎ        100m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 岡野 航大 飯塚第一 中3 1:02.95
2 前田 哲汰 岡垣 中3 1:09.52
3 前田 隼汰 岡垣 中1 1:09.79
4 古賀 勇志 小竹 中2 1:10.24
5 廣田 創士 飯塚第二 中3 1:10.84
6 山本 翔太朗 中間 中1 1:13.43
7 池口 朔也 直方第二 中1 1:15.29
8 一田 晃志 遠賀 中2 1:16.24
9 田志 海翔 岡垣東 中2 1:17.10
10 片山 煌大 岡垣東 中1 1:18.54
11 武谷  惺成 直方第三 中2 1:22.29
12 田中 潤里 直方第二 中1 1:23.95
13 柴田  蒼馬 直方第三 中2 1:29.69
14 老山 貴士 穂波東 中3 1:35.63
15 西田 悠希 穂波東 中3 1:39.61
16 野見山 優太 直方第二 中2 1:44.46
17 鳥居 琥太郎 穂波東 中1 1:55.50

男子 背泳ぎ        200m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 岡野 航大 飯塚第一 中3 2:19.93
2 前田 哲汰 岡垣 中3 2:30.38
3 前田 隼汰 岡垣 中1 2:34.87
4 一田 晃志 遠賀 中2 2:41.98
5 片山 煌大 岡垣東 中1 2:50.14
6 武谷  惺成 直方第三 中2 2:51.21
7 吉田 亮 遠賀 中2 3:00.04
8 老山 貴士 穂波東 中3 3:29.44



男子 平泳ぎ        100m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 吉永 藍斗 嘉穂高校附属 中1 1:17.31
2 清水  陸 直方第三 中3 1:21.86
3 平島 琉翔 水巻南 中2 1:24.39
4 長元 蓮 岡垣東 中3 1:27.66
5 後藤 彩吹 植木 中1 1:28.71
6 渡邊 煌 穂波東 中3 1:28.89
7 福山 直樹 岡垣東 中2 1:31.95
8 近藤 典汰 遠賀 中2 1:35.49
9 麻生 昊希 植木 中1 1:36.22
10 中島 波羚 芦屋 中2 1:37.20
11 濱 悠造 遠賀 中2 1:38.07
12 中西 大樹 二瀬 中3 1:42.50
13 白土 蒼一郎 直方第一 中2 1:52.27
14 石橋 大稀 直方第二 中1 1:56.85
15 渡邊 禮也 穂波東 中1 2:01.62

男子 平泳ぎ        200m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 清水  陸 直方第三 中3 3:08.91
2 平島 琉翔 水巻南 中2 3:11.51
3 後藤 彩吹 植木 中1 3:14.10
4 長元 蓮 岡垣東 中3 3:16.41
5 渡邊 煌 穂波東 中3 3:18.79
6 田口 一颯 水巻 中3 3:24.04
7 福山 直樹 岡垣東 中2 3:27.73
8 最所 響 遠賀 中2 3:40.71
9 權藤 優詩 遠賀 中3 3:49.28
10 白土 蒼一郎 直方第一 中2 3:57.84



男子 バタフライ    100m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 歌野原 佑樹 岡垣東 中1 1:01.85
2 海老 優汰 水巻南 中3 1:01.87
3 手島 慶二 穂波東 中2 1:04.66
4 吉原 朋冶 飯塚第二 中1 1:09.22
5 藤嶋 奎 碓井 中2 1:10.88
6 田中 颯一郎 直方第二 中1 1:12.43
7 田中 潤里 直方第二 中1 1:23.03
8 中村 悠斗 遠賀 中2 1:25.90
9 山本 陸太 小竹 中1 1:38.70
10 和氣 大晴 水巻 中2 1:43.45
11 下垣内  舜 直方第三 中2 1:43.77
12 前田 航輝 遠賀 中2 1:45.27
13 佐保 佑樹 岡垣東 中2 1:45.93

男子 バタフライ    200m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 熊辻 陽介 穂波東 中2 3:28.07



男子 個人メドレー   200m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 田中 颯一郎 直方第二 中1 2:38.05
2 小野 結翔 直方第二 中3 2:39.90
3 池口 朔也 直方第二 中1 2:45.33
4 久野 立昇介 宮若東 中2 2:49.48
5 田志 海翔 岡垣東 中2 2:49.64
6 秋武 優弥 岡垣東 中2 3:03.82
7 柴田  蒼馬 直方第三 中2 3:13.20
8 添田 凜 遠賀 中2 3:18.07
9 田口 一颯 水巻 中3 3:21.67
10 佐保 佑樹 岡垣東 中2 3:29.06
11 櫻井 真羽 穂波東 中2 3:30.54
12 鳥居 琥太郎 穂波東 中1 3:50.35

男子 個人メドレー   400m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 和田 勇良 水巻南 中2 6:43.02

男子 フリーリレー   400m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 穂波東 穂波東 中学 4:06.03
2 岡垣東 岡垣東 中学 4:34.13
3 遠賀 遠賀 中学 4:34.65
4 飯塚第一 飯塚第一 中学 4:35.78
5 水巻南 水巻南 中学 4:42.66
6 直方第三 直方第三 中学 4:46.69
7 直方第二 直方第二 中学 4:48.45
8 岡垣 岡垣 中学 4:53.46
9 水巻 水巻 中学 6:15.68

男子 メドレーリレー   400m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 穂波東 穂波東 中学 4:39.18
2 岡垣東 岡垣東 中学 4:57.49
3 直方第二 直方第二 中学 5:09.86
4 水巻南 水巻南 中学 5:10.76
5 遠賀 遠賀 中学 5:14.08
6 飯塚第一 飯塚第一 中学 5:21.21
7 直方第三 直方第三 中学 5:38.91
8 水巻 水巻 中学 6:31.54



女子 自由形         50m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 松本 実音 芦屋 中3 0:29.69
2 秋枝 叶 嘉穂 中3 0:29.71
3 江里口 愛瑠 飯塚第一 中2 0:29.96
4 前川 想和 宮若東 中3 0:30.26
5 藤田 百花 植木 中1 0:30.97
6 花岡 志帆 庄内 中3 0:31.24
7 上野 栞奈 植木 中1 0:31.95
8 野口 由子 飯塚第一 中1 0:32.17
9 中田 夕喜 宮若東 中1 0:32.31
10 許斐 陽菜葵 鞍手 中1 0:33.79
11 川中 奈穂 直方第二 中1 0:34.45
12 今津 心那 水巻 中3 0:34.94
13 木村 羚夢 水巻南 中1 0:37.18
14 中嶋 桜乃 穂波東 中3 0:37.35
15 石原 茜 中間 中1 0:38.10
16 川渕  彩音 中間南 中3 0:38.19
17 杉山 美月 嘉穂高校附属 中2 0:39.19

女子 自由形        100m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 松尾 祐花 遠賀 中3 1:02.83
2 江里口 愛瑠 飯塚第一 中2 1:05.87
3 前川 想和 宮若東 中3 1:06.58
4 花岡 志帆 庄内 中3 1:08.12
5 中田 夕喜 宮若東 中1 1:08.50
6 藤田 百花 植木 中1 1:08.71
7 野口 由子 飯塚第一 中1 1:11.84
8 田代 梨花 直方第三 中1 1:16.59
9 仮屋 燈永 直方第二 中2 1:18.79
10 安永 蕗季 遠賀 中1 1:19.66
11 荊 杏奈 直方第二 中3 1:30.32
12 木村 羚夢 水巻南 中1 1:30.85
13 川渕  彩音 中間南 中3 1:31.34
14 吉村 リオ 水巻 中1 1:33.31
15 吉田 夕月 遠賀 中1 1:33.81
16 栗林 冬芽 飯塚第二 中2 1:34.25
17 岸川 心陽 穂波東 中2 1:41.98



女子 自由形        200m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 松尾 祐花 遠賀 中3 2:18.07
2 仮屋 燈永 直方第二 中2 2:56.53
3 桂 花菜 遠賀 中1 3:23.00
4 吉田 夕月 遠賀 中1 3:29.25
5 畑江 香澄 穂波東 中2 3:32.41
6 木村 日葉里 直方第二 中2 3:33.25
7 嶋田 栞奈 直方第二 中1 4:00.21

女子 自由形        400m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 河野 望美 水巻南 中2 5:28.78
2 宗岡 光 直方第二 中1 6:27.46
3 奈須 彩花 穂波東 中2 7:53.74
4 瀧田 未来 直方第二 中2 8:03.66
5 宮之原 莉奈 直方第一 中3 8:07.58

女子 自由形        800m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 河野 望美 水巻南 中2 11:25.72
2 安永 蕗季 遠賀 中1 13:21.53
3 高橋 結衣 直方第二 中2 16:23.10
4 宮之原 莉奈 直方第一 中3 16:40.59



女子 背泳ぎ        100m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 上野 栞奈 植木 中1 1:24.08
2 楠田 陽菜 鞍手 中2 1:31.79
3 北原 優衣 鞍手 中1 1:32.80
4 桂 花菜 遠賀 中1 1:36.38
5 仲道 こころ 二瀬 中3 1:41.61
6 前田 果穂 遠賀 中1 1:42.45
7 栗林 冬芽 飯塚第二 中2 1:46.84
8 谷口 芽 遠賀 中1 1:47.53
9 吉村 リオ 水巻 中1 1:49.77
10 小林 日菜乃 飯塚第一 中3 1:49.79
11 麻生 玲央菜 岡垣東 中2 1:56.73

女子 背泳ぎ        200m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 志波 里帆 直方第二 中2 3:06.80
2 楠田 陽菜 鞍手 中2 3:21.98



女子 平泳ぎ        100m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 東 千優 中間南 中2 1:19.86
2 松本 実音 芦屋 中3 1:25.29
3 村田 琴美 遠賀 中1 1:27.16
4 関岡 結子 植木 中3 1:34.86
5 川中 奈穂 直方第二 中1 1:35.82
6 山下 鈴奈 遠賀 中1 1:42.78
7 原 優明子 二瀬 中2 1:42.83
8 今井 希良莉 直方第二 中3 1:52.62
9 伊藤 千尋 穂波東 中3 1:55.94
10 石橋 秋桜里 直方第二 中1 1:57.34
11 香月 小雪 鞍手 中2 1:59.21
12 髙宮 菜々 直方第三 中1 2:02.47
13 伊藤 千晴 穂波東 中1 2:03.18
14 坂口 夢華 遠賀 中1 2:03.25

女子 平泳ぎ        200m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 東 千優 中間南 中2 2:50.39
2 村田 琴美 遠賀 中1 3:06.76
3 関岡 結子 植木 中3 3:21.85
4 志波 里帆 直方第二 中2 3:27.84
5 山下 鈴奈 遠賀 中1 3:48.69
6 中嶋 桜乃 穂波東 中3 4:01.65
7 伊藤 千尋 穂波東 中3 4:03.32
8 伊藤 千晴 穂波東 中1 4:13.68
9 坂口 夢華 遠賀 中1 4:26.88

女子 バタフライ    100m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 秋枝 叶 嘉穂 中3 1:10.14
2 四宮 由梨 直方第二 中2 1:19.69
3 今津 心那 水巻 中3 1:46.03



女子 個人メドレー   200m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 四宮 由梨 直方第二 中2 2:52.74
2 宗岡 光 直方第二 中1 3:18.83

女子 フリーリレー   400m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 直方第二 直方第二 中学 5:17.39
2 遠賀 遠賀 中学 5:30.75
3 穂波東 穂波東 中学 11:04.54

女子 メドレーリレー   400m             
順位 氏名(チーム名) 所属名 学校 記録

1 直方第二 直方第二 中学 5:39.74
2 遠賀 遠賀 中学 5:44.89
3 穂波東 穂波東 中学 7:41.70


