
自由形 林　　春輝 中2 北村　毘龍 中2 三輪　大翔 中2 福浦　匠翔 中2 小幡　漱樹 中2 沖野　泰樹 中2

50m 穴生 附属小倉 黒崎 大蔵 霧丘 黒崎
26.36 27.54 27.76 27.90 28.29 28.61

自由形 渡辺　健士 中2 林　　春輝 中2 小幡　漱樹 中2 有田　　旭 中2 宇田　颯葵 中2 西川　大広 中1

100m 九国 穴生 霧丘 高須 田原 永犬丸
56.67 58.60 58.78 59.11 1:00.81 1:01.46

自由形 渡辺　健士 中2 村上　優希 中2 有田　　旭 中2 足立倖次郎 中1 中野　椋太 中2 梅林　絆功 中1

200m 九国 門司学園 高須 浅川 霧丘 引野
2:03.46 2:06.00 2:07.73 2:07.77 2:11.55 2:21.02

自由形 村上　優希 中2 足立倖次郎 中1 中野　椋太 中2 中山　聖渚 中1 助野　鷹斗 中2 奥田　大智 中1

400m 門司学園 浅川 霧丘 広徳 引野 曽根
4:24.71 4:31.41 4:32.55 4:51.87 4:57.46 5:09.98

背泳ぎ 今田　裕介 中2 伊東　聖陽 中1 田代　　颯 中2 福浦　匠翔 中2 竹内　駿策 中1 本村　太一 中1

100m 木屋瀬 田原 志徳 大蔵 高生 若松
1:06.78 1:09.23 1:12.36 1:12.76 1:15.65 1:20.39

背泳ぎ 今田　裕介 中2 宇田　颯葵 中2 伊東　聖陽 中1 田代　　颯 中2 竹内　駿策 中1 石迫　大稀 中1

200m 木屋瀬 田原 田原 志徳 高生 大谷
2:23.83 2:31.61 2:35.38 2:37.87 2:41.29 2:41.69

平泳ぎ 岡部　眞宜 中2 竹永　侑史 中2 大迫　琉介 中2 宇都宮優介 中2 江頭　悠人 中2 岩永　登和 中2

100m 霧丘 附属小倉 志徳 柳西 柳西 門司学園
1:07.10 1:11.16 1:14.28 1:18.69 1:18.71 1:19.52

平泳ぎ 岡部　眞宜 中2 竹永　侑史 中2 宇都宮優介 中2 江頭　悠人 中2 大石　隼斗 中1 御手洗透羽 中1
200m 霧丘 附属小倉 柳西 柳西 霧丘 浅川

2:30.56 2:38.08 2:51.95 2:52.77 2:55.97 2:56.51
バタフライ 三輪　大翔 中2 川島　流華 中2 栗田　直弥 中1 水嶋　優太 中2 森川　寛太 中2 福山　航希 中2

100m 黒崎 沖田 浅川 戸ノ上 田原 南小倉
1:05.43 1:07.58 1:08.28 1:08.64 1:08.78 1:08.87

バタフライ 近藤　歩輝 中2 福山　航希 中2 奥田　大智 中1 牧　　遼風 中2 沖野　泰樹 中2 靏井　舜介 中2

200m 洞北 南小倉 曽根 若松 黒崎 浅川
2:18.63 2:32.66 2:32.69 2:40.63 2:42.42 3:32.15

個人 近藤　歩輝 中2 中山　聖渚 中1 川島　流華 中2 大迫　琉介 中2 梅林　絆功 中1 大石　隼斗 中1
メドレー 洞北 広徳 沖田 志徳 引野 霧丘
200m 2:15.89 2:34.33 2:34.82 2:34.83 2:35.00 2:39.26

リレー 田原 中 浅川 中 永犬丸 中 若松 中 二島 中
400m 森川　寛太 中2 足立倖次郎 中1 西川　大広 中1 野口　愛翔 中1 田中　嶺生 中2

伊東　聖陽 中1 御手洗透羽 中1 藤澤　省吾 中2 末本拳士郎 中1 仲野　遥斗 中2

城下　那月 中2 栗田　直弥 中1 古閑　　翔 中1 牧　　遼風 中2 小田　龍洋 中2

宇田　颯葵 中2 靏井　舜介 中2 藤村健太郎 中2 本村　太一 中1 野口　　准 中2

4:16.77 4:19.96 4:29.49 4:47.91 4:54.41

メドレー 田原 中 浅川 中 永犬丸 中 若松 中
リレー 伊東　聖陽 中1 田中　然大 中2 藤村健太郎 中2 本村　太一 中1

400m 城下　那月 中2 御手洗透羽 中1 藤澤　省吾 中2 野口　愛翔 中1

森川　寛太 中2 栗田　直弥 中1 古閑　　翔 中1 牧　　遼風 中2

宇田　颯葵 中2 靏井　舜介 中2 西川　大広 中1 末本拳士郎 中1
4:45.20 5:04.02 5:04.34 5:21.70

田原 62 浅川 57 霧丘 43 永犬丸 34 付属小倉 29 若松 28
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自由形 今西　陽菜 中2 池崎　心春 中1 山下　若菜 中1 小久保美咲 中2 原田　小萩 中1 武末　咲空 中2

50m 沼 志徳 高須 小倉日新館 曽根 浅川
28.97 29.23 30.03 30.30 31.04 31.06

自由形 池崎　心春 中1 小久保美咲 中2 田中　愛乃 中1 濵村　美涼 中1 金當　　舞 中1 大田　陽菜 中1

100m 志徳 小倉日新館 霧丘 折尾 霧丘 志徳
1:02.45 1:05.17 1:06.63 1:08.84 1:11.10 1:12.22

自由形 藤井　千賢 中1 田中　愛乃 中1 西本　遥陽 中2 永島　未来 中1 花田　美咲 中2 幹戸　桃子 中2

200m 思永 霧丘 木屋瀬 高須 浅川 二島
2:18.43 2:19.56 2:24.86 2:43.86 2:58.54 3:06.25

自由形 絹川　唯花 中2 中村きらり 中2 入江　咲奈 中2 田久保花音 中2 山﨑　萌香 中2

400m 東谷 菅生 浅川 洞北 黒崎
4:54.35 5:33.15 5:43.51 6:08.32 6:10.15

背泳ぎ 石田　優奈 中2 池本　夏萌 中2 荒竹　史織 中2 小中原冴綺 中2 北﨑　夏漣 中1 奥村　紗代 中1

100m 企救 浅川 永犬丸 門司学園 志徳 曽根
1:11.71 1:12.58 1:18.10 1:20.30 1:22.06 1:23.33

背泳ぎ 石田　優奈 中2 荒竹　史織 中2 北﨑　夏漣 中1 奥村　紗代 中1 中村きらり 中2 入江　咲奈 中2

200m 企救 永犬丸 志徳 曽根 菅生 浅川
2:35.29 2:50.49 2:53.47 2:57.29 2:58.73 3:21.79

平泳ぎ 熊谷　萌衣 中2 町田　春菜 中1 宮原　愛翔 中1 岸本　渚沙 中1 上鶴　麻結 中1 上野　真綺 中2

100m 田原 浅川 則松 霧丘 則松 上津役
1:18.97 1:21.37 1:28.39 1:29.78 1:32.30 1:40.09

平泳ぎ 熊谷　萌衣 中2 松原　琴里 中2 藤崎　里胡 中1 今泉　美海 中1 山本　真葵 中1

200m 田原 浅川 高須 浅川 高須
2:50.38 3:40.85 3:45.00 3:55.10 4:15.73

バタフライ 今西　陽菜 中2 原田　小萩 中1 山下　若菜 中1 西本　遥陽 中2 谷口　桃加 中1 古賀　瑞希 中1

100m 沼 曽根 高須 木屋瀬 永犬丸 上津役
1:07.03 1:12.14 1:13.45 1:20.15 1:20.60 1:27.92

バタフライ 谷口　桃加 中1 香月　七海 中1 山本　幸花 中1 花田　美咲 中2 栗下　優香 中1

200m 永犬丸 九国 中原 浅川 飛幡
2:57.49 3:13.15 3:16.22 3:26.12 3:36.90

個人 池本　夏萌 中2 絹川　唯花 中2 藤井　千賢 中1 岸本　渚沙 中1 武末　咲空 中2 権藤　凜香 中2
メドレー 浅川 東谷 思永 霧丘 浅川 折尾
200m 2:32.39 2:32.46 2:37.46 2:45.08 3:01.08 3:06.65

リレー 浅川 中 永犬丸 中 高須 中 折尾 中 洞北 中 菅生 中
400m 町田　春菜 中1 関　　小夏 中2 橋本　美桜 中1 濵村　美涼 中1 堀江　梨子 中2 中村きらり 中2

武末　咲空 中2 谷口　桃加 中1 山下　若菜 中1 秋吉はづき 中1 田久保花音 中2 石元　美咲 中1

花田　美咲 中2 川原　彩鈴 中1 山本　真葵 中1 権藤　凜香 中2 植山　夏海 中2 寺河　万音 中2

池本　夏萌 中2 荒竹　史織 中2 永島　未来 中1 村上　柊奈 中2 大庭優希菜 中1 佐藤　仁那 中2

4:39.33 4:55.55 5:08.86 5:13.56 5:19.95 5:47.16

メドレー 浅川 中 永犬丸 中 高須 中 上津役 中 折尾 中 菅生 中
リレー 池本　夏萌 中2 荒竹　史織 中2 永島　未来 中1 江崎千代香 中2 権藤　凜香 中2 中村きらり 中2

400m 町田　春菜 中1 関　　小夏 中2 松田　衣代 中2 上野　真綺 中2 濵村　美涼 中1 石元　美咲 中1

花田　美咲 中2 谷口　桃加 中1 山下　若菜 中1 海老　葵衣 中2 村上　柊奈 中2 寺河　万音 中2

武末　咲空 中2 川原　彩鈴 中1 藤崎　里胡 中1 古賀　瑞希 中1 秋吉はづき 中1 佐藤　仁那 中2

5:24.22 5:31.35 5:39.53 6:06.05 6:06.35 6:27.26

浅川 92 永犬丸 56 高須 53 折尾・志徳 28 菅生 25
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