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 2013/07/20 ～ 2013/07/21

 会場  久留米市立　北野中学校   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 田川　裕麻 中3 石橋　大輝 中3 柊元　大育 中2 堤　　直哉 中3 狩野　恭仁 中1 但馬　　慎 中3 宮原　　陽 中3 小川　　尊 中3

50m 歴木 浮羽 高牟礼 小郡 右京 杷木 夜須 大川

26.71 26.79 26.96 27.04 27.31 27.69 28.07 28.19

自由形 原口　陽気 中3 柊元　大育 中2 狩野　恭仁 中1 堤　　直哉 中3 但馬　　慎 中3 福永　　琳 中2 田中　将太 中3 能登原雅也 中3

100m 筑邦西 高牟礼 右京 小郡 杷木 松原 良山 南陵

56.11 59.24 59.74 59.91 1:00.44 1:00.60 1:02.26 1:02.90

自由形 原口　陽気 中3 藤村　統太 中3 古賀　英都 中2 下川　隼一 中3 福永　　琳 中2 宮﨑　悠輔 中3 久保　樹大 中1 楠本　雅人 中3

200m 筑邦西 荒木 三橋 筑後 松原 大川東 八女学院 甘木

2:01.88 2:03.99 2:05.11 2:09.93 2:12.16 2:23.20 2:26.37 2:27.98

自由形 藤村　統太 中3 古賀　英都 中2 髙岩　稚風 中2 下川　隼一 中3 築地原光哉 中3 熊谷　彰人 中2 鈴木　龍二 中1 布勢　勝久 中3

400m 荒木 三橋 杷木 筑後 山川 浮羽 浮羽 諏訪

4:22.14 4:24.82 4:31.17 4:31.62 4:36.14 4:53.80 5:09.36 5:13.12

自由形 寺崎　光基 中2 髙岩　稚風 中2 築地原光哉 中3 熊谷　彰人 中2 浅田　航汰 中3 布勢　勝久 中3 鈴木　龍二 中1 西山　航平 中3

1500m 久留米城南 杷木 山川 浮羽 甘木 諏訪 浮羽 夜須

17:38.29 17:53.37 18:40.80 19:32.08 20:04.54 20:29.97 20:39.36 20:40.47

背泳ぎ 田川　裕麻 中3 別府　広一 中2 大場　　明 中3 福嶋　将司 中3 高田　久嗣 中2 井上弥太郎 中1 河野　光希 中2 早野　　楓 中2

100m 歴木 江南 浮羽 浮羽 昭代 夜須 三潴 甘木

1:01.45 1:02.15 1:02.77 1:03.93 1:06.83 1:09.27 1:09.82 1:10.09

背泳ぎ 大場　　明 中3 福嶋　将司 中3 築地原裕人 中1 井上弥太郎 中1 鳥巣　　健 中1 赤川　大弥 中3 大内田祥知 中3 江藤　倖平 中3

200m 浮羽 浮羽 山川 夜須 三輪 宮ノ陣 甘木 甘木

2:15.21 2:17.11 2:18.20 2:26.47 2:33.68 2:34.65 2:41.97 2:44.88

平泳ぎ 神代　直輝 中3 池田　航士 中1 水田　智将 中3 辻本　裕紀 中2 國分　雅斗 中2 小屋野魁斗 中2 熊谷　洋人 中3 坂井　　翔 中2

100m 羽犬塚 大川 筑後 良山 牟田山 三国 浮羽 城島

1:06.13 1:09.21 1:11.73 1:12.28 1:13.99 1:14.34 1:15.77 1:16.07

平泳ぎ 神代　直輝 中3 池田　航士 中1 國分　雅斗 中2 水田　智将 中3 辻本　裕紀 中2 熊谷　洋人 中3 新留　隆司 中2 永田　祐也 中3

200m 羽犬塚 大川 牟田山 筑後 良山 浮羽 福島 諏訪

2:22.06 2:32.80 2:33.46 2:33.96 2:37.63 2:39.32 2:43.76 2:53.23

バタフライ 石橋　大輝 中3 鐘江将大郎 中3 井上　　武 中1 江藤　　輝 中3 築地原裕人 中1 浦田　瑠唯 中3 高木　将嗣 中2 寺崎　光基 中2

100m 浮羽 宮ノ陣 昭代 浮羽 山川 白光 良山 久留米城南

1:01.64 1:02.14 1:03.68 1:04.13 1:04.13 1:06.62 1:06.90 1:06.90

(同4位) (同7位)
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 会場  久留米市立　北野中学校   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 別府　広一 中2 鐘江将大郎 中3 江藤　　輝 中3 井上　　武 中1 高木　将嗣 中2 赤川　巧実 中1 西山　航平 中3 本園　憂斗 中3

200m 江南 宮ノ陣 浮羽 昭代 良山 宮ノ陣 夜須 比良松

2:14.97 2:18.25 2:18.82 2:23.48 2:30.15 2:33.16 2:49.18 2:51.50

個人メドレー 古賀圭一郎 中3 大石　　和 中3 國分　尋斗 中2 高田　久嗣 中2 樋口　大成 中3 浦田　瑠唯 中3 河野　光希 中2 末竹　　豪 中2

200m 昭代 羽犬塚 牟田山 昭代 甘木 白光 三潴 杷木

2:12.25 2:17.83 2:22.54 2:23.81 2:24.20 2:30.99 2:32.62 2:33.10

個人メドレー 古賀圭一郎 中3 大石　　和 中3 國分　尋斗 中2 樋口　大成 中3 末竹　　豪 中2 浅田　航汰 中3 白水　弘輝 中3 中山　皓貴 中2

400m 昭代 羽犬塚 牟田山 甘木 杷木 甘木 甘木 杷木

4:31.70 4:47.62 4:58.66 5:06.73 5:29.36 5:32.02 6:03.15 6:37.72

リレー 浮羽 中 杷木 中 甘木 中 良山 中 大川 中 夜須 中 諏訪 中 筑後北 中

400m 石橋　大輝 中3 但馬　　慎 中3 樋口　大成 中3 辻本　裕紀 中2 小川　　尊 中3 東　　洸風 中3 山口　雅直 中2 永田　尚平 中2

大場　　明 中3 末竹　　豪 中2 早野　　楓 中2 高木　将嗣 中2 中島　智輝 中2 井上弥太郎 中1 布勢　勝久 中3 原　　佑吏 中1

熊谷　洋人 中3 上田　豪太 中2 大内田祥知 中3 谷下　祐介 中2 石井廉之介 中1 西山　航平 中3 岡本　真宙 中3 大山　翔平 中1

福嶋　将司 中3 髙岩　稚風 中2 浅田　航汰 中3 田中　将太 中3 池田　航士 中1 宮原　　陽 中3 布勢　勝大 中2 髙田　真人 中3

3:55.26 4:05.36 4:10.92 4:17.71 4:18.57 4:21.36 4:21.55 4:23.43

メドレーリレー 浮羽 中 甘木 中 良山 中 羽犬塚 中 諏訪 中 牟田山 中 筑後北 中 夜須 中

400m 大場　　明 中3 大内田祥知 中3 北島　滉大 中1 栗原　侑己 中3 布勢　勝大 中2 國分　尋斗 中2 原　　佑吏 中1 井上弥太郎 中1

熊谷　洋人 中3 浅田　航汰 中3 辻本　裕紀 中2 神代　直輝 中3 永田　祐也 中3 國分　雅斗 中2 木下　晃志 中2 東　　洸風 中3

石橋　大輝 中3 樋口　大成 中3 高木　将嗣 中2 大石　　和 中3 布勢　勝久 中3 本多勇太郎 中2 髙田　真人 中3 西山　航平 中3

福嶋　将司 中3 江藤　倖平 中3 田中　将太 中3 島﨑　武刀 中1 岡本　真宙 中3 合原　楓馬 中1 永田　尚平 中2 宮原　　陽 中3

4:15.82 4:40.00 4:43.48 4:46.96 4:50.98 4:53.82 4:55.66 4:57.83
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 会場  久留米市立　北野中学校   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 島﨑　夏海 中3 今村　美羽 中1 竹ノ内芙由 中1 和佐野苗希 中2 大坪　桃子 中3 辛川　詠美 中3 豊福　栞理 中3 牟田　恵理 中1

50m 福島 東山 荒木 北野 福島 比良松 信愛 屏水

29.85 30.06 30.84 30.88 31.48 31.61 31.74 31.75

自由形 真栄城　蒼 中3 伴　　美祈 中1 宮本　彩可 中1 森重　　葵 中1 竹ノ内芙由 中1 今村　美羽 中1 平田優梨亜 中3 田中　彩香 中3

100m 信愛 江南 比良松 三国 荒木 東山 大原 延命

59.21 1:00.94 1:02.27 1:04.47 1:06.94 1:08.08 1:08.35 1:09.08

自由形 真栄城　蒼 中3 伴　　美祈 中1 森重　　葵 中1 黒木　もも 中3 石橋　凪紗 中2 柿原　世奈 中1 田中　彩香 中3 牛島　麻鈴 中1

200m 信愛 江南 三国 久留米城南 大和 柳城 延命 羽犬塚

2:09.66 2:10.24 2:17.99 2:21.15 2:22.45 2:23.18 2:26.56 2:29.37

自由形 黒木　もも 中3 石橋　凪紗 中2 藤島　麻椰 中3 平田優梨亜 中3 大庭穂乃果 中3 田中　千尋 中2 酒井美奈実 中3 國武　菜月 中3

400m 久留米城南 大和 櫛原 大原 十文字 杷木 甘木 比良松

4:52.48 4:53.97 5:02.37 5:10.16 5:14.33 5:29.78 5:43.00 5:43.65

自由形 相良　芙優 中3 藤島　麻椰 中3 島﨑　由希 中1 田中　千尋 中2 矢野　真緒 中3 西岡　美幸 中2 酒井美奈実 中3 別府　　凜 中2

800m 浮羽 櫛原 福島 杷木 夜須 比良松 甘木 甘木

9:57.25 10:12.93 10:21.55 11:09.12 11:37.67 11:49.29 11:59.70 12:28.81

背泳ぎ 石原　愛美 中3 鶴久ゆきな 中2 別府　晴香 中2 白石　采里 中3 島﨑　夏海 中3 相良　芙優 中3 下川　舞桜 中1 石山　詩織 中3

100m 白光 牟田山 諏訪 浮羽 福島 浮羽 柳城 大牟田田隈

1:05.22 1:06.92 1:08.70 1:08.80 1:10.99 1:11.99 1:12.30 1:12.38

背泳ぎ 石原　愛美 中3 鶴久ゆきな 中2 別府　晴香 中2 白石　采里 中3 石山　詩織 中3 佐藤　　祐 中3 下川　舞桜 中1 吉瀬　綾乃 中3

200m 白光 牟田山 諏訪 浮羽 大牟田田隈 筑後 柳城 筑後北

2:19.49 2:19.58 2:24.16 2:27.06 2:33.96 2:34.60 2:34.96 2:38.10

平泳ぎ 倉掛　千陽 中2 大場　　星 中2 小宮　萌香 中2 金子　奈央 中2 石橋　里菜 中1 森部さくら 中3 中島　伝美 中1 村里　美南 中1

100m 夜須 浮羽 橘 昭代 大牟田田隈 比良松 久留米城南 筑後北

1:14.46 1:17.69 1:18.09 1:20.07 1:21.17 1:21.69 1:21.94 1:24.88

平泳ぎ 倉掛　千陽 中2 小宮　萌香 中2 石橋　里菜 中1 金子　奈央 中2 森部さくら 中3 中島　伝美 中1 村里　美南 中1 於保みず穂 中3

200m 夜須 橘 大牟田田隈 昭代 比良松 久留米城南 筑後北 久留米城南

2:35.96 2:47.86 2:50.76 2:53.11 2:55.09 2:55.79 3:09.51 3:12.90

バタフライ 藤生　南帆 中2 別府　佐紀 中3 廣田　美咲 中2 吉岡　莉帆 中3 澁谷　侑香 中1 塚本　珠未 中1 北里　朱理 中3 村上　千優 中2

100m 三橋 江南 屏水 筑後 昭代 甘木 延命 筑後

1:05.71 1:06.13 1:07.57 1:09.19 1:10.00 1:13.19 1:13.44 1:16.97
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 会場  久留米市立　北野中学校   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 別府　佐紀 中3 藤生　南帆 中2 吉岡　莉帆 中3 澁谷　侑香 中1 北里　朱理 中3 中野　優花 中2 竹下　綾音 中2 端山　智美 中3

200m 江南 三橋 筑後 昭代 延命 甘木 浮羽 甘木

2:22.48 2:24.45 2:34.62 2:41.25 2:42.72 2:52.25 2:53.10 3:18.87

個人メドレー 廣田　美咲 中2 宮本　彩可 中1 大場　　星 中2 柿原　世奈 中1 塚本　珠未 中1 牛島　麻鈴 中1 島﨑　由希 中1 下條恵理香 中1

200m 屏水 比良松 浮羽 柳城 甘木 羽犬塚 福島 夜須

2:24.73 2:24.95 2:32.68 2:39.79 2:41.03 2:43.28 2:45.37 2:50.68

個人メドレー 和佐野苗希 中2 中野　優花 中2 井上　優希 中1 梶原　花音 中3 梶原　風花 中1 金丸　夕香 中3

400m 北野 甘木 甘木 甘木 杷木 杷木

5:27.32 5:52.34 6:21.33 6:58.08 7:25.98 8:28.32

リレー 浮羽 中 江南 中 福島 中 比良松 中 夜須 中 甘木 中 筑後北 中 杷木 中

400m 白石　采里 中3 別府　佐紀 中3 島﨑　由希 中1 西岡　美幸 中2 倉掛　千陽 中2 塚本　珠未 中1 村里　美南 中1 田中　千尋 中2

大場　　星 中2 今村　瑠夏 中1 大坪　桃子 中3 國武　菜月 中3 伊東菜津美 中3 石川　結衣 中1 吉瀬　綾乃 中3 樋口　怜奈 中3

竹下　綾音 中2 河原　　想 中1 島﨑　夏海 中3 辛川　詠美 中3 下條恵理香 中1 上野　琴音 中3 松藤　　唯 中1 相良　侑花 中3

相良　芙優 中3 伴　　美祈 中1 小川　純実 中2 宮本　彩可 中1 矢野　真緒 中3 中野　優花 中2 木庭　悠花 中2 甲斐　日向 中2

4:21.46 4:30.06 4:30.23 4:31.43 4:38.67 4:38.83 4:46.15 4:54.93

メドレーリレー 浮羽 中 比良松 中 江南 中 甘木 中 屏水 中 筑後北 中 福島 中 夜須 中

400m 白石　采里 中3 田中　美里 中3 河原　　想 中1 石川　結衣 中1 加藤多香子 中3 吉瀬　綾乃 中3 大坪　桃子 中3 佐藤美祐 中2

大場　　星 中2 森部さくら 中3 伴　　美祈 中1 塚本　珠未 中1 大坪　優希 中3 村里　美南 中1 小川　純実 中2 下條恵理香 中1

竹下　綾音 中2 宮本　彩可 中1 別府　佐紀 中3 中野　優花 中2 廣田　美咲 中2 松藤　　唯 中1 島﨑　由希 中1 井上　由衣 中3

相良　芙優 中3 辛川　詠美 中3 今村　瑠夏 中1 平井　茉悠 中3 牟田　恵理 中1 木庭　悠花 中2 島﨑　夏海 中3 矢野　真緒 中3

4:50.91 4:56.05 5:00.31 5:05.71 5:09.97 5:17.85 5:17.88 5:27.64
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