
自由形 中杉　勇斗 中3 竹内　遼平 中3 小山　陽翔 中1 眞﨑　大和 中3 戸島　大貴 中3 小川　　創 中3

50m 菅生 高生 北九州千代 板櫃 永犬丸 花尾
24.64 25.76 26.33 26.68 27.27 27.36

自由形 中杉　勇斗 中3 久保　和輝 中3 竹内　遼平 中3 野口　太一 中3 小山　陽翔 中1 小川　　創 中3

100m 菅生 浅川 高生 菅生 北九州千代 花尾
54.12 55.87 56.99 57.29 57.84 57.90

自由形 久保　和輝 中3 足立佳次郎 中2 山中　柊馬 中2 熊谷　温斗 中2 眞﨑　大和 中3 荻　　唯斗 中1

200m 浅川 浅川 浅川 田原 板櫃 篠崎
2:02.97 2:06.07 2:10.78 2:12.86 2:13.37 2:16.48

自由形 山中　柊馬 中2 永岡　　祥 中1 瀬戸　航志 中2 荻　　唯斗 中1 前田　航佑 中2 山岸　大祐 中1

400m 浅川 菅生 緑丘 篠崎 引野 守恒
4:33.15 4:35.20 4:39.68 4:40.44 4:40.54 4:53.95

自由形 永岡　　祥 中1 瀬戸　航志 中2 前田　航佑 中2 佐藤　　匠 中2 川島　　隼 中1 古賀　信伍 中2

1500m 菅生 緑丘 引野 尾倉 中原 北九州中央
17:56.91 18:11.59 18:28.59 20:37.36 20:58.16 21:01.16

背泳ぎ 狩又　俊介 中1 梶原　将吾 中3 靏　　直哉 中2 川畑　瑛大 中1 菅田　崇斗 中2 吉田　健人 中2

100m 戸ノ上 向洋 守恒 九国付属 木屋瀬 曽根
1:05.47 1:08.63 1:08.98 1:09.80 1:10.92 1:13.28

背泳ぎ 狩又　俊介 中1 川畑　瑛大 中1 菅田　崇斗 中2 靏　　直哉 中2 舩津　圭佑 中1 半情鼓太郎 中3

200m 戸ノ上 九国付属 木屋瀬 守恒 則松 田原
2:24.75 2:29.61 2:32.41 2:39.11 2:39.95 2:40.89

平泳ぎ 岡部　眞之 中3 今西　優太 中2 大石　義規 中3 八嶋　　慧 中3 井手　貴友 中3 笹野　晃央 中1

100m 霧丘 沼 緑丘 志徳 足立 志徳
1:07.77 1:09.41 1:12.23 1:12.66 1:13.86 1:14.95

平泳ぎ 今西　優太 中2 岡部　眞之 中3 大石　義規 中3 八嶋　　慧 中3 白井　佑弥 中1 井町　陵太 中2

200m 沼 霧丘 緑丘 志徳 浅川 沼
2:30.04 2:32.59 2:39.12 2:41.33 2:43.68 2:44.65

バタフライ 野口　太一 中3 神﨑　大空 中3 岩本　拓巳 中2 伊東　　翼 中1 岡村　康平 中3 目原　弘毅 中1

100m 菅生 湯川 吉田 田原 本城 穴生
59.33 1:01.16 1:03.35 1:06.01 1:06.79 1:17.95

バタフライ 神﨑　大空 中3 岩本　拓巳 中2 永野　雅崇 中3 伊東　　翼 中1 古賀　信伍 中2 山平　隆斗 中2

200m 湯川 吉田 曽根 田原 北九州中央 浅川
2:15.60 2:22.61 2:28.23 2:31.72 2:47.90 2:48.23

個人メドレー 梶原　将吾 中3 川原　光登 中1 戸島　大貴 中3 河村　雄大 中2 永野　雅崇 中3 井町　陵太 中2

200m 向洋 板櫃 永犬丸 大蔵 曽根 沼
2:24.16 2:27.54 2:27.92 2:30.20 2:30.23 2:35.41

個人メドレー 川原　光登 中1 河村　雄大 中2 辻　翔太郎 中1 山平　隆斗 中2 佐々木将仁 中3

400m 板櫃 大蔵 附属小倉 浅川 小倉日新館
5:08.47 5:28.56 5:38.02 5:59.59 6:02.76

リレー 浅川 中 志徳 中 田原 中 緑丘 中 向洋 中 永犬丸 中
400m 足立佳次郎 中2 八嶋　　慧 中3 白潟　翔太 中1 瀬戸　航志 中2 梶原　将吾 中3 戸島　大貴 中3

山中　柊馬 中2 田代　　碧 中3 伊東　　翼 中1 小野　颯太 中3 梶原　徳真 中2 古閑　駿矢 中1

生山　荘大 中2 笹野　晃央 中1 熊谷　温斗 中2 渡部　貴文 中2 多加喜英路 中1 永冨　海暉 中2

久保　和輝 中3 尾﨑　　渚 中1 半情鼓太郎 中3 大石　義規 中3 島田　健汰 中2 橋口　拓実 中2

3:55.52 4:20.75 4:22.43 4:25.45 4:30.22 4:34.78
メドレーリレー 浅川 中 緑丘 中 田原 中 永犬丸 中 向洋 中 洞北 中
400m 山中　柊馬 中2 渡部　貴文 中2 半情鼓太郎 中3 永冨　海暉 中2 多加喜英路 中1 野口　嵐心 中1

白井　佑弥 中1 小野　颯太 中3 熊谷　温斗 中2 橋口　拓実 中2 梶原　将吾 中3 野口　颯大 中2

足立佳次郎 中2 瀬戸　航志 中2 伊東　　翼 中1 戸島　大貴 中3 梶原　徳真 中2 保武　和也 中1

久保　和輝 中3 大石　義規 中3 白潟　翔太 中1 古閑　駿矢 中1 島田　健汰 中2 増田　　優 中3

4:33.79 4:43.08 4:54.78 5:00.20 5:06.42 5:24.55

浅川 85 緑丘 46 田原・菅生 44 向洋 31 志徳 29
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自由形 野口　美穂 中2 香月　未羽 中3 今田　聡美 中2 香取　すず 中3 米岡　愛美 中3 眞﨑　朱音 中1

50m 菅生 篠崎 木屋瀬 緑丘 高須 板櫃
27.45 28.51 29.97 30.11 30.59 30.83

自由形 香月　未羽 中3 大迫　詩乃 中3 髙尾　美聖 中2 香取　すず 中3 今田　聡美 中2 秋山　希未 中2

100m 篠崎 志徳 高須 緑丘 木屋瀬 則松
1:00.88 1:03.15 1:05.51 1:05.51 1:06.11 1:08.28

自由形 眞﨑　朱音 中1 髙尾　美聖 中2 原田　小雪 中1 辻田　　柚 中1 星　つかさ 中3 梶山　実桜 中2

200m 板櫃 高須 思永 則松 沖田 浅川
2:26.07 2:31.99 2:36.03 2:37.79 2:46.03 2:58.60

自由形 原田　知保 中3 川部　美智 中3 原田　小雪 中1 星　つかさ 中3 河田　美咲 中2 吉村　彩花 中3

400m 思永 高生 思永 沖田 浅川 浅川
5:07.74 5:19.55 5:21.41 5:41.50 5:53.76 5:54.46

自由形 原田　知保 中3 川部　美智 中3 工藤　美空 中3 河田　美咲 中2 吉村　彩花 中3 前田希瑶乃 中2

800m 思永 高生 曽根 浅川 浅川 則松
10:40.24 11:11.83 12:10.88 12:28.71 12:32.15 14:04.78

背泳ぎ 宇戸　優紀 中3 加藤　　遼 中1 小波明日香 中2 秋山　希未 中2 髙橋　凜恩 中3 亀井琉以奈 中1

100m 北九州千代 篠崎 大谷 則松 則松 田原
1:08.15 1:12.68 1:13.36 1:14.89 1:15.46 1:24.35

背泳ぎ 宇戸　優紀 中3 加藤　　遼 中1 小波明日香 中2 髙橋　凜恩 中3 田中希乃羽 中2 矢野　詩織 中1

200m 北九州千代 篠崎 大谷 則松 浅川 附属小倉
2:27.25 2:34.86 2:37.57 2:46.47 2:56.73 3:04.15

平泳ぎ 平尾　　楓 中1 竹﨑　有咲 中2 辻田　　桃 中3 佐藤　日和 中2 小野　愛梨 中1 古木菜々美 中3

100m 守恒 永犬丸 則松 柳西 緑丘 附属小倉
1:16.72 1:19.46 1:24.28 1:24.44 1:26.08 1:28.57

平泳ぎ 平尾　　楓 中1 林　　杏純 中1 竹﨑　有咲 中2 大迫　詩乃 中3 辻田　　桃 中3 古木菜々美 中3

200m 守恒 則松 永犬丸 志徳 則松 附属小倉
2:41.85 2:46.59 2:47.46 2:54.72 3:08.07 3:11.87

バタフライ 野口　美穂 中2 髙﨑　真衣 中1 渡邉　佳音 中3 東房　伶香 中3 池崎　綾乃 中1 髙松　真衣 中3

100m 菅生 九国付属 浅川 飛幡 志徳 則松
1:03.58 1:07.19 1:14.37 1:16.90 1:17.70 1:21.56

バタフライ 髙﨑　真衣 中1 東房　伶香 中3 渡邉　佳音 中3

200m 九国付属 飛幡 浅川
2:28.73 2:53.11 2:53.26

個人メドレー 佐藤　日和 中2 林　　杏純 中1 小野　愛梨 中1 髙田　芽衣 中1 椿　萌々葉 中3 山崎　真宙 中3

200m 柳西 則松 緑丘 明治 沼 浅川
2:37.40 2:37.49 2:50.29 2:54.38 3:00.60 3:08.52

個人メドレー 下津　歩未 中3

400m 板櫃
7:10.02

リレー 則松 中 浅川 中 二島 中
400m 髙橋　凜恩 中3 吉村　彩花 中3 柴田　　愛 中2

清水　玲奈 中3 河田　美咲 中2 時川　祐香 中1

辻田　　桃 中3 山崎　真宙 中3 小池なずな 中2

髙松　真衣 中3 中谷さくら 中2 大庭　晴香 中3

4:55.29 5:02.17 5:29.17
メドレーリレー 則松 中 浅川 中 二島 中
400m 髙橋　凜恩 中3 田中希乃羽 中2 柴田　　愛 中2

辻田　　桃 中3 吉村　彩花 中3 伊藤　琴音 中3

髙松　真衣 中3 渡邉　佳音 中3 時川　祐香 中1

中里　真夢 中3 中谷さくら 中2 大庭　晴香 中3

5:24.69 5:37.17 6:12.86

則松 89 浅川 70 篠崎 29 思永 28 二島 24 緑丘 21
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