
自由形 西川　大広 中2 田尻　悠樹 中2 石迫　大稀 中2 大谷　涼太 中1 大蔵　迅汰 中2 川原　正大 中2

50m 永犬丸 門司学園 大谷 永犬丸 田原 広徳
27.93 27.94 28.14 28.56 28.79 29.48

自由形 尾﨑　　馨 中2 西川　大広 中2 石迫　大稀 中2 本村　太一 中2 吉田　悠人 中1 珠久　玄気 中2

100m 志徳 永犬丸 大谷 若松 曽根 永犬丸
58.50 1:00.91 1:00.95 1:03.86 1:07.74 1:08.01

自由形 足立倖次郎 中2 中山　聖渚 中2 梅田　悠希 中1 尾﨑　　馨 中2 梶原　優馬 中2 梅林　絆功 中2

200m 浅川 広徳 高生 志徳 高須 引野
2:07.04 2:09.56 2:09.63 2:10.38 2:14.94 2:15.25

自由形 足立倖次郎 中2 梅田　悠希 中1 中山　聖渚 中2 神﨑　匠汰 中2 奥田　大智 中2 中村　天誠 中1

400m 浅川 高生 広徳 板櫃 曽根 穴生
4:29.53 4:37.65 4:39.11 4:40.23 4:49.44 5:00.48

背泳ぎ 伊東　聖陽 中2 上之園結太 中2 小中原璃玖 中1 矢野　響喜 中2 竹内　駿策 中2 大平　伊織 中1

100m 田原 洞北 門司学園 附属小倉 高生 槻田
1:05.68 1:09.18 1:09.93 1:10.06 1:10.13 1:11.63

背泳ぎ 伊東　聖陽 中2 竹内　駿策 中2 大平　伊織 中1 小中原璃玖 中1 上之園結太 中2 矢野　響喜 中2

200m 田原 高生 槻田 門司学園 洞北 附属小倉
2:26.45 2:29.53 2:30.87 2:33.61 2:35.87 2:41.30

平泳ぎ 髙尾　涼太 中2 白土　涼太 中2 御手洗透羽 中2 梶原　陸斗 中2 角田　武聖 中1 川島　愁翔 中1

100m 沼 南小倉 浅川 浅川 菅生 沖田
1:16.26 1:18.52 1:21.38 1:22.22 1:25.15 1:27.59

平泳ぎ 髙尾　涼太 中2 大石　隼斗 中2 川原　旭登 中1 白土　涼太 中2 御手洗透羽 中2 川島　愁翔 中1

200m 沼 霧丘 板櫃 南小倉 浅川 沖田
2:41.86 2:43.12 2:48.65 2:49.44 3:02.95 3:05.90

バタフライ 栗田　直弥 中2 神﨑　匠汰 中2 帆足　悠斗 中2 田尻　悠樹 中2 廣永　大和 中2 西村　琉成 中2

100m 浅川 板櫃 戸ノ上 門司学園 九国付 思永
1:04.12 1:07.38 1:10.22 1:12.73 1:18.93 1:19.54

バタフライ 栗田　直弥 中2 奥田　大智 中2

200m 浅川 曽根
2:31.89 2:32.09

個人メドレー 大石　隼斗 中2 梶原　優馬 中2 梅林　絆功 中2 川原　旭登 中1 伊藤幸太郎 中1 山川　竜也 中2

200m 霧丘 高須 引野 板櫃 高見 田原
2:27.97 2:31.71 2:34.69 2:36.31 2:48.57 2:55.18

リレー 浅川 中 田原 中 永犬丸 中 若松 中 高須 中
400m 足立倖次郎 中2 大蔵　迅汰 中2 西川　大広 中2 本村　太一 中2 山本　晴也 中1

御手洗透羽 中2 伊東　聖陽 中2 大谷　涼太 中1 金髙　優輝 中1 梶原　優馬 中2

梶原　陸斗 中2 山川　竜也 中2 珠久　玄気 中2 野口　愛翔 中2 渡邊　滉大 中1

栗田　直弥 中2 住吉　陽翔 中2 古閑　　翔 中2 末本拳士郎 中2 佐伯慶次郎 中1
4:18.77 4:22.93 4:23.06 4:46.84 4:52.70

メドレーリレー 田原 中 浅川 中 永犬丸 中 若松 中
400m 伊東　聖陽 中2 稲光　徠咲 中1 古閑　　翔 中2 本村　太一 中2

住吉　陽翔 中2 御手洗透羽 中2 大谷　涼太 中1 野口　愛翔 中2

大蔵　迅汰 中2 栗田　直弥 中2 西川　大広 中2 末本拳士郎 中2
山川　竜也 中2 足立倖次郎 中2 珠久　玄気 中2 金髙　優輝 中1

4:52.45 4:55.63 5:17.20 5:31.18

浅川 84 田原 54 永犬丸 47 若松 29 ２４
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高生・門司学園
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自由形 池崎　心春 中2 町田　春菜 中2 濵村　美涼 中2 上鶴　麻結 中2 永島　未来 中2 大庭優希菜 中2

50m 志徳 浅川 折尾 則松 高須 洞北
28.29 29.64 30.13 31.59 31.64 32.20

自由形 池崎　心春 中2 髙平　亜美 中1 田中　愛乃 中2 山本　レナ 中1 大田　陽菜 中2 金當　　舞 中2

100m 志徳 篠崎 霧丘 企救 志徳 霧丘
1:01.82 1:02.46 1:04.32 1:08.17 1:10.14 1:10.30

自由形 藤井　千賢 中2 田中　愛乃 中2 大迫　美乃 中1 山本　レナ 中1 山本　幸花 中2 橋口　茉奈 中1

200m 思永 霧丘 志徳 企救 中原 永犬丸
2:15.12 2:16.47 2:19.91 2:26.74 2:30.30 2:34.92

自由形 藤井　千賢 中2 山下　若菜 中2 山本　幸花 中2 大田　陽菜 中2 末廣　千晶 中1 福田　果音 中1

400m 思永 高須 中原 志徳 浅川 吉田
4:48.62 5:05.70 5:12.90 5:30.00 5:45.11 5:49.70

背泳ぎ 髙平　亜美 中1 奥村　紗代 中2 原田七夕望 中1 北﨑　夏漣 中2 松永菜々華 中2 永島　未来 中2

100m 篠崎 曽根 曽根 志徳 則松 高須
1:10.16 1:17.96 1:19.65 1:21.92 1:23.37 1:26.37

背泳ぎ 原田七夕望 中1 北﨑　夏漣 中2 金當　　舞 中2 中村　遥海 中1 伊藤　彩姫 中1

200m 曽根 志徳 霧丘 霧丘 九国付
2:49.72 2:50.42 2:58.40 3:07.59 3:21.58

平泳ぎ 大迫　美乃 中1 町田　春菜 中2 宮原　愛翔 中2 三宮　結奈 中1 岸本　渚沙 中2 安田　遥香 中1

100m 志徳 浅川 則松 思永 霧丘 浅川
1:23.80 1:24.73 1:25.61 1:25.85 1:30.75 1:32.59

平泳ぎ 三宮　結奈 中1 宮原　愛翔 中2 安田　遥香 中1 門永ひより 中1 米岡　幹佳 中1 今泉　美海 中2

200m 思永 則松 浅川 高生 高須 浅川
3:02.72 3:02.87 3:20.04 3:20.38 3:38.01 3:38.54

バタフライ 山下　若菜 中2 原田　小萩 中2 林　　茉世 中1 橋口　茉奈 中1 内尾　陽向 中2 武末　愛海 中1

100m 高須 曽根 則松 永犬丸 広徳 浅川
1:09.64 1:12.34 1:13.55 1:22.57 1:24.42 1:25.89

バタフライ 林　　茉世 中1 原田　小萩 中2 香月　七海 中2 古賀　瑞希 中2

200m 則松 曽根 九国付 上津役
2:37.75 2:41.08 3:11.01 3:14.08

個人メドレー 岸本　渚沙 中2 奥村　紗代 中2 濵村　美涼 中2 米岡　幹佳 中1 寺村　優那 中1 宮内　晴菜 中1

200m 霧丘 曽根 折尾 高須 曽根 吉田
2:43.99 2:44.45 2:44.95 3:07.76 3:08.58 3:17.19

リレー 志徳 中 浅川 中 高須 中 曽根 中 則松 中 永犬丸 中
400m 池崎　心春 中2 荒木　佑奈 中1 米岡　幹佳 中1 原田　小萩 中2 松永菜々華 中2 山下　愛恵 中1

大迫　美乃 中1 中川　心優 中1 山下　若菜 中2 寺村　優那 中1 上鶴　麻結 中2 谷口　桃加 中2

北﨑　夏漣 中2 武末　愛海 中1 永島　未来 中2 奥村　紗代 中2 林　　茉世 中1 川原　彩鈴 中2

大田　陽菜 中2 町田　春菜 中2 藤崎　里胡 中2 原田七夕望 中1 宮原　愛翔 中2 橋口　茉奈 中1

4:34.65 4:45.87 4:45.97 4:46.89 4:50.90 5:06.33
メドレーリレー 志徳 中 則松 中 高須 中 浅川 中 永犬丸 中
400m 北﨑　夏漣 中2 松永菜々華 中2 永島　未来 中2 宇賀塚彩羽 中1 谷口　桃加 中2

大迫　美乃 中1 宮原　愛翔 中2 米岡　幹佳 中1 町田　春菜 中2 田中　沙彩 中2

池崎　心春 中2 林　　茉世 中1 山下　若菜 中2 武末　愛海 中1 橋口　茉奈 中1

大田　陽菜 中2 上鶴　麻結 中2 藤崎　里胡 中2 荒木　佑奈 中1 山下　愛恵 中1

5:10.46 5:24.85 5:28.32 5:32.44 6:00.07

志徳 83 浅川 68 則松 60 高須 57 曽根 56 霧丘 39
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