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 2013/07/23 ～ 2013/07/23

会場     学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 杉野翔太郎 中3 植永　一汰 中3 竹内　龍造 中3 佐々木風摩 中2 岡　耶宏 中3 村松　啓太 中2 藤崎凜太郎 中3 佐原　風馬 中3

50m 守恒 東谷 高生 熊西 折尾 若松 木屋瀬 湯川

26.00 26.84 27.43 27.71 27.79 27.90 27.98 28.05

自由形 梶川　大河 中3 植永　一汰 中3 野元　一真 中1 関　　健成 中2 岡　耶宏 中3 髙木　春希 中1 有田　光騎 中3 佐原　風馬 中3

100m 附属小倉 東谷 則松 篠崎 折尾 大蔵 千代 湯川

57.10 57.94 58.77 59.29 1:00.43 1:02.26 1:02.68 1:04.41

自由形 梶川　大河 中3 野元　一真 中1 小西　拓海 中2 伊藤大空馬 中3 坪井　　輝 中2 有田　光騎 中3 町田　宙己 中1 本田　勝猛 中1

200m 附属小倉 則松 高須 横代 沼 千代 守恒 敬愛

2:06.97 2:09.66 2:12.53 2:15.30 2:15.52 2:17.50 2:19.37 2:27.06

自由形 関　　健成 中2 伊藤大空馬 中3 小西　拓海 中2 坪井　　輝 中2 川島　彪我 中1 吉田　和生 中2 川部　卓哉 中3 梶川　拓海 中1

400m 篠崎 横代 高須 沼 中原 中央 高生 足立

4:34.87 4:37.11 4:43.16 4:49.84 4:58.68 4:59.27 5:03.17 5:03.72

自由形 川島　彪我 中1 鳴海　　颯 中3 吉田　和生 中2 川部　卓哉 中3 糸山　雄喜 中1 久木田　練 中2 宮崎　隼輔 中2 大島　涼太 中3

1500m 中原 則松 中央 高生 八児 浅川 沖田 高須

19:26.72 19:29.49 19:43.66 20:00.12 20:00.94 20:24.03 20:41.07 21:23.88

背泳ぎ 大島　良太 中3 馬場　栞汰 中3 門司　大生 中3 山下健太郎 中2 鷲崎　淳乙 中2 宮田　慎五 中2 水上　大成 中3 宮崎　隼輔 中2

100m 曽根 門司学園 則松 田原 本城 浅川 若松 沖田

1:06.92 1:09.46 1:10.83 1:12.70 1:12.81 1:14.32 1:15.03 1:16.02

背泳ぎ 大島　良太 中3 門司　大生 中3 山下健太郎 中2 竹内　龍造 中3 鷲崎　淳乙 中2 前田　峻佑 中3

200m 曽根 則松 田原 高生 本城 引野

2:25.91 2:35.24 2:38.73 2:40.15 2:41.53 2:47.65

平泳ぎ 岡村　拓海 中3 佐々木風摩 中2 山下　　鴻 中2 馬場　隼杜 中1 森　　亮介 中3 宮崎　仁啓 中2 江川　拓馬 中3 中岡　愛斗 中3

100m 本城 熊西 洞北 緑丘 木屋瀬 守恒 沼 菅生

1:11.73 1:11.94 1:13.97 1:15.82 1:17.24 1:17.76 1:17.79 1:18.40

平泳ぎ 岡村　拓海 中3 馬場　隼杜 中1 山下　　鴻 中2 江川　拓馬 中3 山﨑　拓海 中1 宮崎　仁啓 中2 江川　光彦 中3 安藤　裕大 中1

200m 本城 緑丘 洞北 沼 木屋瀬 守恒 穴生 則松

2:35.02 2:39.15 2:44.80 2:49.24 2:53.75 2:56.35 3:02.56 3:02.71

バタフライ 杉野翔太郎 中3 藤崎凜太郎 中3 戸田　夏海 中1 上田　涼貴 中2 吉本　　樹 中3 岩田　優大 中1 平尾　祥太 中2 米岡　将来 中3

100m 守恒 木屋瀬 篠崎 永犬丸 富野 大蔵 守恒 高須

59.97 1:01.55 1:02.99 1:03.38 1:13.52 1:13.63 1:16.98 1:18.84
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 2013/07/23 ～ 2013/07/23

会場     学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 上田　涼貴 中2 戸田　夏海 中1 吉本　　樹 中3 米岡　将来 中3

200m 永犬丸 篠崎 富野 高須

2:20.32 2:23.33 2:43.42 3:08.17

個人メドレー 竹中稜太朗 中2 馬場　栞汰 中3 町田　宙己 中1 村松　啓太 中2 上田　大樹 中1 森　　亮介 中3 中岡　愛斗 中3 杉永　　滝 中1

200m 湯川 門司学園 守恒 若松 菅生 木屋瀬 菅生 篠崎

2:21.83 2:23.21 2:32.70 2:36.18 2:38.61 2:38.92 2:48.43 2:48.62

個人メドレー 竹中稜太朗 中2 岩田　優大 中1 杉永　　滝 中1 上嶋　大輝 中3 内田　義宜 中2 前田　絃希 中1

400m 湯川 大蔵 篠崎 二島 大蔵 大蔵

5:07.99 5:45.06 5:50.36 6:15.19 6:27.69 6:36.37

リレー 則松 中 守恒 中 高須 中 浅川 中 大蔵 中 若松 中 沖田 中 二島 中

400m 鳴海　　颯 中3 宮崎　仁啓 中2 大島　涼太 中3 細川　陽稀 中3 髙木　春希 中1 村松　啓太 中2 藤田　瀬那 中1 上嶋　大輝 中3

安藤　裕大 中1 町田　宙己 中1 猿渡　健太 中3 魚澄　嵐斗 中2 前田　絃希 中1 水上　大成 中3 大串　健太 中3 坂口　智規 中3

門司　大生 中3 橋本　直弥 中2 廣山　凜来 中1 久木田　練 中2 内田　義宜 中2 青柳　創大 中3 大倉　直樹 中1 青柳　皓大 中2

野元　一真 中1 杉野翔太郎 中3 小西　拓海 中2 宮田　慎五 中2 岩田　優大 中1 長迫　将希 中1 宮崎　隼輔 中2 太田　英寿 中2

4:12.01 4:19.93 4:22.05 4:24.56 4:25.26 4:27.22 4:45.31 4:45.34

メドレーリレー 木屋瀬 中 則松 中 守恒 中 若松 中 高須 中 浅川 中 篠崎 中 菅生 中

400m 森　　亮介 中3 門司　大生 中3 平尾　祥太 中2 水上　大成 中3 廣山　凜来 中1 宮田　慎五 中2 神　拓玖実 中1 上田　大樹 中1

山﨑　拓海 中1 安藤　裕大 中1 宮崎　仁啓 中2 青柳　創大 中3 大島　涼太 中3 細川　陽稀 中3 杉永　　滝 中1 中岡　愛斗 中3

藤崎凜太郎 中3 鳴海　　颯 中3 杉野翔太郎 中3 村松　啓太 中2 米岡　将来 中3 眞名子　優斗 中2 戸田　夏海 中1 奥平　拓毅 中1

満園　優真 中1 野元　一真 中1 町田　宙己 中1 長迫　将希 中1 小西　拓海 中2 魚澄　嵐斗 中2 関　　健成 中2 石田　星護 中1

4:44.24 4:45.44 4:47.80 4:57.62 5:03.53 5:05.54 5:06.01 5:06.62
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 2013/07/23 ～ 2013/07/23

会場     学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 宍戸　美咲 中2 栗焼　里穂 中1 伊藤　巴菜 中1 龍頭　奈実 中2 西井　琴美 中3 大野　花佳 中3 信井　　遥 中1 青野　朱里 中3

50m 高生 則松 守恒 志徳 広徳 守恒 沼 向洋

29.18 29.77 29.96 30.31 30.38 30.42 30.43 30.84

自由形 原田　美咲 中3 町田想乃佳 中3 宍戸　美咲 中2 大野　花佳 中3 栗焼　里穂 中1 龍頭　奈実 中2 西井　琴美 中3 小畑　萌央 中1

100m 守恒 守恒 高生 守恒 則松 志徳 広徳 沼

1:03.56 1:04.45 1:04.73 1:05.68 1:06.28 1:07.42 1:09.13 1:10.44

自由形 原田　美咲 中3 町田想乃佳 中3 奥村　千尋 中3 藤井　景理 中1 小畑　萌央 中1 椛田　羽菜 中1 長谷川晴陽 中2 香山　夏実 中2

200m 守恒 守恒 穴生 高須 沼 二島 菅生 二島

2:17.31 2:19.82 2:26.76 2:27.86 2:30.82 3:16.76 3:19.68 3:33.90

自由形 原口ほのか 中3 堀尾　真鈴 中1 保本　真由 中3 張摩ほのか 中3

800m 枝光台 飛幡 則松 菅生

11:29.61 11:44.98 12:03.10 12:55.28

背泳ぎ 小畑　里菜 中2 藤田　俊美 中1 神﨑　咲空 中3 信井　　遥 中1 守永　美希 中3 瀧口　深琴 中2 入江さやか 中1 安永　怜奈 中2

100m 板櫃 高生 湯川 沼 千代 熊西 沖田 折尾

1:10.35 1:13.69 1:14.89 1:15.15 1:15.56 1:16.06 1:16.41 1:17.40

背泳ぎ 小畑　里菜 中2 藤田　俊美 中1 守永　美希 中3 神﨑　咲空 中3 入江さやか 中1 荒川明日未 中2 坂元　菜緒 中3 大迫　梨乃 中1

200m 板櫃 高生 千代 湯川 沖田 洞北 二島 志徳

2:34.56 2:38.61 2:39.43 2:41.68 2:42.56 2:51.07 2:53.53 2:57.88

平泳ぎ 太田　優香 中3 筒井　美有 中2 榮倉　遙香 中1 浦　　舞薫 中3 小林　桜子 中3 伊藤　巴菜 中1 馬渡あゆみ 中3 松永　優菜 中3

100m 永犬丸 広徳 穴生 沼 柳西 守恒 田原 黒崎

1:15.63 1:19.16 1:21.54 1:22.52 1:23.65 1:25.32 1:25.92 1:26.46

平泳ぎ 太田　優香 中3 筒井　美有 中2 榮倉　遙香 中1 浦　　舞薫 中3 馬渡あゆみ 中3 小林　桜子 中3 松永　優菜 中3 堀尾　真鈴 中1

200m 永犬丸 広徳 穴生 沼 田原 柳西 黒崎 飛幡

2:36.97 2:50.25 2:55.98 2:58.63 3:00.60 3:00.77 3:07.38 3:17.62

バタフライ 髙尾　梨都子 中3 山﨑　菜摘 中2 柴戸　涼 中2 西田　彩恵 中1 穐山　ななみ 中1 奥村　千尋 中3 竹田　有紀 中3 保武ひかり 中2

100m 浅川 木屋瀬 志徳 沼 折尾 穴生 木屋瀬 洞北

1:07.58 1:08.83 1:09.36 1:10.09 1:13.20 1:14.66 1:14.70 1:23.18

バタフライ 山﨑　菜摘 中2 髙尾　梨都子 中3 柴戸　涼 中2 西田　彩恵 中1 穐山　ななみ 中1 竹田　有紀 中3 保武ひかり 中2

200m 木屋瀬 浅川 志徳 沼 折尾 木屋瀬 洞北

2:32.91 2:32.98 2:35.38 2:35.79 2:49.03 2:50.95 3:16.74
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 2013/07/23 ～ 2013/07/23

会場     学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

個人メドレー 瀧口　深琴 中2 安永　怜奈 中2 福永　華与 中1 入江　美樹 中1 穴井　咲良 中2 中村　里香 中3 青野　朱里 中3 馬場日向子 中3

200m 熊西 折尾 木屋瀬 八児 沼 白銀 向洋 南曽根

2:38.84 2:42.81 2:46.32 2:46.67 2:48.25 2:48.62 2:50.77 3:01.26

個人メドレー 藤村　夏奈 中1

400m 花尾

6:53.38

リレー 守恒 中 志徳 中 則松 中 洞北 中 沼 中 浅川 中 二島 中

400m 原田　美咲 中3 龍頭　奈実 中2 保本　真由 中3 保武ひかり 中2 浦　　舞薫 中3 螻川内　未希 中3 坂元　菜緒 中3

町田想乃佳 中3 柴戸　涼 中2 栫　　愛佳 中2 向井原莉子 中1 小川さくら 中3 角　友莉亜 中3 松井　智美 中2

大野　花佳 中3 後藤　眞彩 中2 山田　楓華 中3 原田　優香 中1 穴井　咲良 中2 島田　茉奈 中3 野崎　　茜 中2

伊藤　巴菜 中1 大迫　梨乃 中1 栗焼　里穂 中1 荒川明日未 中2 長迫　莉央 中3 髙尾　梨都子 中3 椛田　羽菜 中1

4:23.91 4:56.27 5:10.58 5:11.70 5:20.41 5:31.44 5:40.18

メドレーリレー 守恒 中 沼 中 浅川 中 洞北 中 則松 中 二島 中

400m 町田想乃佳 中3 穴井　咲良 中2 原田　朋佳 中1 荒川明日未 中2 栗焼　里穂 中1 坂元　菜緒 中3

篠原　美咲 中1 浦　　舞薫 中3 内海　七瀬 中1 向井原莉子 中1 保本　真由 中3 岡部　紗良 中2

大野　花佳 中3 西田　彩恵 中1 髙尾　梨都子 中3 保武ひかり 中2 栫　　愛佳 中2 野崎　　茜 中2

原田　美咲 中3 長迫　莉央 中3 白井　彩花 中1 原田　優香 中1 山田　楓華 中3 椛田　羽菜 中1

5:01.95 5:09.07 5:27.10 5:54.17 6:02.80 6:16.68
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