
第３９回北九州市中学校新人水泳競技大会 男子成績一覧表 

2021/08/24～2021/08/24

会場  福岡県北九州市桃園プール

1位 2位 3位 4位 5位 6位
桝屋　洋人  中2 高木　陽輝  中1 高木　涼介  中1 上田　理心  中1 古藤　太智  中2 田中　煌大  中2

本城 柳西 折尾 霧丘 守恒 木屋瀬

25.56 28.08 28.16 29.04 29.54 29.90

桝屋　洋人  中2 高木　陽輝  中1 深津　大翔  中2 古藤　太智  中2 植村　勇斗  中2 田中　煌大  中2

本城 柳西 本城 守恒 守恒 木屋瀬

57.93 1:01.61 1:03.33 1:04.50 1:06.17 1:07.03

南　　駿也  中2 上田　理心  中1 小舟　晴葵  中1 渡邉　奏裕  中2

浅川 霧丘 熊西 本城

2:15.83 2:20.87 2:26.67 2:35.42

河内　翔和  中2 守田　大剛  中2 渡辺　泰史  中1 田村　翔瑚  中1 金子　優詩  中1 鎌田　　航  中1

広徳 志徳 九国付中 穴生 則松 二島

1:09.08 1:15.56 1:18.65 1:21.41 1:25.46 1:31.04

河内　翔和  中2

広徳

2:31.11

山下　滉太  中1 髙尾　　亘  中2 中村　地星  中1 花山　咲空  中1 佐井健太郎  中2 小田　雄悟  中1

柳西 沼 穴生 飛幡 洞北 二島

1:13.18 1:14.50 1:19.42 1:22.87 1:24.38 1:26.71

山下　滉太  中1 髙尾　　亘  中2 花山　咲空  中1 佐井健太郎  中2

柳西 沼 飛幡 洞北

2:37.97 2:38.68 2:56.49 2:57.51

樋口　隆太  中2 上鶴　悟嗣  中2 岸上参次郎  中2 南　　駿也  中2 森　　寛成  中1 財満　卓慈  中2

飛幡 則松 高生 浅川 篠崎 高見

1:04.95 1:06.31 1:09.25 1:12.85 1:15.71 1:16.13

上鶴　悟嗣  中2 樋口　隆太  中2 岸上参次郎  中2 守田　大剛  中2

則松 飛幡 高生 志徳

2:30.46 2:33.88 2:35.65 2:37.95

高木　涼介  中1 中村　地星  中1 椎葉　凱飛  中2 小舟　晴葵  中1 中雄　啓太  中1

折尾 穴生 吉田 熊西 上津役

2:30.66 2:31.03 2:38.08 2:47.57 3:03.21

本城  中 浅川  中

深津　大翔  中2 南　　駿也  中2

渡邉　奏裕  中2 入江　達也  中2

大山　楓己  中2 吉冨　優音  中2

桝屋　洋人  中2 相本　芽輝  中1

4:26.57  Fin. 4:41.49  Fin.

1:04.62  1st. 1:04.07  1st.

浅川  中 高須  中

入江　達也  中2 山口　耀太  中1

吉冨　優音  中2 山口　煌太  中1

南　　駿也  中2 西山　悠一  中1

相本　芽輝  中1 小阪　　望  中1

5:29.77  Fin. 6:09.32  Fin.

1:24.99  1st. 1:36.31  1st.

総合順位 浅川 本城 柳西 飛幡 則松 穴生
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第３９回北九州市中学校新人水泳競技大会 女子成績一覧表 

2021/08/24～2021/08/24

会場  福岡県北九州市桃園プール

1位 2位 3位 4位 5位 6位
北﨑　杏奈  中1 布施　朱理  中2 上田　綾乃  中2 那須　花音  中1 筑田　侑衣  中1 安田ほのか  中1

志徳 明治 則松 永犬丸 則松 田原

28.43 28.73 29.04 30.09 30.65 31.09

北野　優希  中1 北﨑　杏奈  中1 村上　心都  中1 三輪乃々華  中2 布施　朱理  中2 小野　莉央  中1

守恒 志徳 沼 黒崎 明治 広徳

1:01.53 1:02.59 1:02.65 1:03.25 1:03.64 1:04.38

北野　優希  中1 三輪乃々華  中2 小野　莉央  中1 牧　　柚希  中1 松永あずさ  中2 大田　清乃  中1

守恒 黒崎 広徳 若松 沼 志徳

2:15.46 2:18.77 2:23.96 2:31.28 2:31.95 2:47.16

牧　　柚希  中1 大田　清乃  中1

若松 志徳

5:24.18 5:41.96

宇田　蒼衣  中1 河野　遥曖  中2 松林　咲希  中1 大平　美月  中1 古川夕葵乃  中1 権藤　碧純  中2

田原 浅川 門司 槻田 引野 折尾

1:14.08 1:17.37 1:20.48 1:22.41 1:22.63 1:24.42

宇田　蒼衣  中1 河野　遥曖  中2 林　　桃華  中1

田原 浅川 中原

2:32.27 2:48.03 3:03.21

植田恵里花  中2 進　　七海  中2 井手　玲希  中2 松林　咲希  中1 古賀　夏希  中2 手塚　芽衣  中2

篠崎 沖田 足立 門司 永犬丸 沼

1:19.27 1:23.70 1:25.88 1:26.19 1:26.82 1:27.06

植田恵里花  中2 安田ほのか  中1 進　　七海  中2 岩本　結奈  中1 稲光　澪來  中1 石山　志帆  中1

篠崎 田原 沖田 門司 浅川 浅川

2:51.86 2:52.13 3:04.43 3:34.62 3:36.63 4:05.65

上田　綾乃  中2 古屋　心空  中1 諏訪　羽音  中1 森山　茜音  中2

則松 八児 吉田 永犬丸

1:08.91 1:15.06 1:15.90 1:21.66

古屋　心空  中1 森山　茜音  中2 古賀　優飛  中1

八児 永犬丸 上津役

2:51.30 3:03.13 3:19.56

古賀　夏希  中2 寺村　心希  中1 高濵　仁子  中2

永犬丸 曽根 附属小倉

2:51.95 3:02.26 3:18.03

志徳  中 永犬丸  中

山門　千佳  中1 那須　花音  中1

大田　清乃  中1 藤村　夏帆  中2

北﨑　杏奈  中1 武末　美優  中1

大田　彩乃  中1 古賀　夏希  中2

4:45.61  Fin. 5:06.80  Fin.

1:11.53  1st. 1:07.07  1st.

永犬丸  中

武末　美優  中1

古賀　夏希  中2

森山　茜音  中2

那須　花音  中1

5:45.98  Fin.

1:41.99  1st.

総合順位 永犬丸 志徳 田原 浅川 則松 守恒　門司　篠崎
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