
平成24年度　筑紫地区中学校体育連盟主催　水泳競技大会　結果　【男子】
平成24年7月15日(日)　　那珂川中学校プール

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位 第９位 第１０位
自由形 木村 耕大 中3 桂木 颯杜 中3 坂本 恵一 中3 石橋 寛太 中3 鹿島 昭平 中3 最所 僚麻 中3 宮崎 貴幸 中3 市来 連大 中1 髙原 蓮斗 中3 井上 和也 中3
50m 天拝 平野 春日西 天拝 筑紫野 平野 春日野 太宰府 大利 平野

26.5 27.4 28 28.1 28.4 28.8 28.8 29.1 29.2 29.6
(同6位)

自由形 木村 耕大 中3 龍 春樹 中2 西詰 宗平 中3 鹿島 昭平 中3 坂本 恵一 中3 石橋 寛太 中3 陣内 拓実 中2 宗野 伊知郎中3 市来 連大 中1 宮崎 貴幸 中3
100m 天拝 平野 大野東 筑紫野 春日西 天拝 那珂川 春日野 太宰府 春日野

57.7 59.5 01:00.8 01:01.5 01:01.7 01:02.0 01:03.0 01:03.2 01:04.0 01:04.2

自由形 岩永 隆 中2 長崎 光希 中3 西詰 宗平 中3 川島 優太 中2 最所 僚麻 中3 田森 弘晃 中2 中島 遼 中3 神谷 祥之介中3 前田 朗太 中3 泉 達也 中1
200m 大利 学業院 大野東 太宰府東 平野 春日西 春日野 那珂川 二日市 春日西

02:07.7 02:09.9 02:10.0 02:13.9 02:25.2 02:25.9 02:40.4 02:44.0 02:46.0 02:48.6

自由形 古寺 彬人 中2 平河 翼 中2 阿部 泰明 中3 陣内 拓実 中2 宮田 拓海 中3 石丸 滉己 中3 清水 廉 中2 中原 青葉 中1 鶴田 雅弥 中1 甲斐 亮輔 中3
400m 平野 筑山 大利 那珂川 春日西 平野 二日市 学業院 大利 二日市

04:43.0 04:49.4 04:50.2 04:58.0 05:13.9 05:19.8 05:24.9 05:44.3 05:46.6 05:54.7

自由形 岩永 隆 中2 阿部 泰明 中3 田島 裕也 中3 永友 翔 中2 今西 勉 中3 中原 青葉 中1 甲斐 亮輔 中3 神谷 祥之介中3 津田 昌範 中2 満生 晃樹 中3
1500m 大利 大利 二日市 平野 那珂川 学業院 二日市 那珂川 平野 筑山

18:41.8 19:30.6 21:08.9 22:38.2 22:53.6 23:14.4 23:34.3 23:49.5 24:14.6 24:47.1

背泳ぎ 勝林 義達 中3 佐々木 仁志中3 藤本 恭輔 中3 梶原 渉 中2 川上 礼恩 中1 加藤 佑一 中2 渡邊 蓮生 中3 永井 大揮 中2 磯辺 高誠 中2 大澤 純一 中3
100m 春日野 平野 大利 筑紫野 リンデンホール 太宰府東 那珂川 春日西 平野 平野

01:04.7 01:07.1 01:08.5 01:09.1 01:11.5 01:12.7 01:20.4 01:21.6 01:25.0 01:25.5

背泳ぎ 佐々木 仁志中3 勝林 義達 中3 梶原 渉 中2 藤本 恭輔 中3 加藤 佑一 中2 野方 崇雄 中2 山宮 朋己 中3 渡邊 蓮生 中3 平田 南巨 中1 永井 大揮 中2
200m 平野 春日野 筑紫野 大利 太宰府東 春日野 平野 那珂川 大野東 春日西

02:19.2 02:25.8 02:27.2 02:27.4 02:40.6 02:47.0 02:52.3 02:52.8 02:53.0 02:54.9

平泳ぎ 原田 明日翔中3 古賀 大希 中2 熊本 貫汰 中2 山田 恭奨 中2 桂木 颯杜 中3 加藤 貴久 中3 安部 陸 中3 宗野 伊知郎中3 平井 宏士郎中2 原田 瑠翔 中1
100m 太宰府西 春日西 筑紫野 大野東 平野 大利 那珂川 春日野 平野 太宰府西

01:07.5 01:10.0 01:12.0 01:13.3 01:15.0 01:15.5 01:16.9 01:18.2 01:21.1 01:25.5
(標準新)

平泳ぎ 原田 明日翔中3 古賀 大希 中2 田中 肇 中3 熊本 貫汰 中2 山田 恭奨 中2 加藤 貴久 中3 安部 陸 中3 平井 宏士郎中2 村上 皓星 中2 松清 晋平 中3
200m 太宰府西 春日西 太宰府西 筑紫野 大野東 大利 那珂川 平野 二日市 平野

02:26.8 02:29.2 02:32.1 02:32.5 02:35.3 02:44.1 02:55.1 03:00.9 03:04.1 03:13.0
(標準新)

バタフライ 古寺 彬人 中2 木下 月都 中1 貞方 二覧 中2 鹿島 大平 中1 白石 貴大 中3 野方 崇雄 中2 石井 悠真 中1 樺島 宏樹 中2 梶田 優介 中3 樋口 健哉 中3
100m 平野 二日市 那珂川北 筑紫野 春日南 春日野 太宰府 平野 大利 春日東

01:03.9 01:08.9 01:10.7 01:14.7 01:15.6 01:15.8 01:16.7 01:17.6 01:18.0 01:21.4

バタフライ 木下 月都 中1 石井 悠真 中1 樺島 宏樹 中2 古庄 隆太郎中2 菊川 大輔 中1 永友 翔 中2 竹野 慎一 中3
200m 二日市 太宰府 平野 大利 平野 平野 大利

02:26.0 02:51.8 03:17.5 04:04.1 04:07.8 04:13.6 04:35.7

個人メドレー 田中 肇 中3 長崎 光希 中3 川島 優太 中2 平河 翼 中2 貞方 二覧 中2 白石 貴大 中3 宮田 拓海 中3 松﨑 翔大 中3 原田 瑠翔 中1 石丸 滉己 中3
200m 太宰府西 学業院 太宰府東 筑山 那珂川北 春日南 春日西 筑紫野 太宰府西 平野

02:20.7 02:26.3 02:30.7 02:34.6 02:37.3 02:38.9 02:41.9 02:42.2 02:47.6 02:48.9

個人メドレー 龍 春樹 中2 志方 優斗 中1 大嶋 啓史 中3 尻無濱 雅弘中3 杉本 海輝 中1
400m 平野 平野 春日東 大利 平野

05:06.4 05:54.1 06:55.5 07:15.4 07:30.2

リレー 平野 中 大利 中 筑紫野 中 春日野 中 春日西 中 二日市 中 太宰府西 中 那珂川 中 筑山 中 那珂川北 中
400m 最所 僚麻 中3 岩永 隆 中2 鹿島 昭平 中3 勝林 義達 中3 古賀 大希 中2 木下 月都 中1 原田 明日翔中3 陣内 拓実 中2 平河 翼 中2 藤野 優作 中3

佐々木 仁志中3 阿部 泰明 中3 梶原 渉 中2 宗野 伊知郎中3 宮田 拓海 中3 前田 朗太 中3 原田 瑠翔 中1 神谷 祥之介中3 青野 航大 中3 廣永 武洋 中2
石丸 滉己 中3 加藤 貴久 中3 熊本 貫汰 中2 野方 崇雄 中2 濵本 航大 中3 清水 廉 中2 宮本 壱心 中3 今西 勉 中3 木村 瞭介 中2 濱﨑 凱斗 中3
桂木 颯杜 中3 藤本 恭輔 中3 松﨑 翔大 中3 宮崎 貴幸 中3 坂本 恵一 中3 田島 裕也 中3 田中 肇 中3 渡邊 蓮生 中3 満生 晃樹 中3 貞方 二覧 中2

04:06.1 04:08.4 04:10.8 04:19.4 04:23.1 04:25.0 04:25.5 04:32.2 04:48.1 04:54.2

メドレーリレー 平野 中 大利 中 筑紫野 中 春日野 中 春日西 中 太宰府西 中 二日市 中 那珂川 中 筑山 中 春日東 中
400m 佐々木 仁志中3 藤本 恭輔 中3 梶原 渉 中2 勝林 義達 中3 坂本 恵一 中3 田中 肇 中3 前田 朗太 中3 渡邊 蓮生 中3 青野 航大 中3 樋口 健哉 中3

桂木 颯杜 中3 加藤 貴久 中3 熊本 貫汰 中2 宗野 伊知郎中3 古賀 大希 中2 原田 瑠翔 中1 村上 皓星 中2 安部 陸 中3 三宅 涼 中1 平峯 茂樹 中3
古寺 彬人 中2 阿部 泰明 中3 鹿島 昭平 中3 野方 崇雄 中2 宮田 拓海 中3 原田 明日翔中3 木下 月都 中1 陣内 拓実 中2 平河 翼 中2 大嶋 啓史 中3
龍 春樹 中2 岩永 隆 中2 松﨑 翔大 中3 宮崎 貴幸 中3 田森 弘晃 中2 宮本 壱心 中3 田島 裕也 中3 神谷 祥之介中3 満生 晃樹 中3 長嶋 勇樹 中3

04:24.4 04:34.3 04:37.3 04:41.9 04:46.0 04:55.4 05:04.9 05:06.4 05:23.3 05:44.6



平成24年度　筑紫地区中学校体育連盟主催　水泳競技大会　結果　【女子】
平成24年7月15日(日)　　那珂川中学校プール

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位 第９位 第１０位
自由形 松永 美咲 中3 竹井 佑奈 中3 村田 志織 中2 宗雲 菜生 中3 竹下 小優喜中3 福澤 和香菜中2 松嶋 佳奈子中2 河村 彩奈 中3 堀内 美沙 中2 永井 美帆 中3
50m 春日西 春日野 大利 春日 天拝 筑紫野 筑紫野 二日市 平野 春日西

29.1 29.4 29.8 29.9 30.2 30.3 30.8 31.3 33.1 33.2

自由形 松永 美咲 中3 宗雲 菜生 中3 上谷 梨咲 中3 村田 志織 中2 竹井 佑奈 中3 福澤 和香菜中2 竹下 小優喜中3 河村 彩奈 中3 水永 葉月 中2 松嶋 佳奈子中2
100m 春日西 春日 大野東 大利 春日野 筑紫野 天拝 二日市 二日市 筑紫野

01:02.6 01:04.2 01:04.7 01:05.4 01:05.8 01:05.9 01:06.0 01:06.9 01:07.2 01:08.4

自由形 川渕 穂乃花中2 大川 真由 中3 上谷 梨咲 中3 三次 明結子中2 本田 紫苑 中2 堀内 美沙 中2 齋藤 綾香 中2 渡邉 あみ 中2 久保 那月 中2 柴田 瞳 中3
200m 那珂川南 大利 大野東 春日西 春日西 平野 那珂川 平野 春日野 筑山

02:07.4 02:14.6 02:17.0 02:29.5 02:38.8 02:45.5 02:59.8 03:01.5 03:05.5 03:12.9
(標準新)

自由形 大川 真由 中3 本田 紫苑 中2 藤本 夏生 中1 齋藤 綾香 中2 中村 有希奈中3 一ノ瀬 遥香中2
400m 大利 春日西 二日市 那珂川 那珂川 大利

04:42.1 05:31.7 06:25.3 06:31.1 07:16.1 11:24.8

自由形 岡田 彩花 中3 田島 紗奈 中1
800m 筑紫野 二日市

11:27.0 15:16.5

背泳ぎ 徳田 藍李 中3 合屋 楓 中3 岡田 彩花 中3 冨永 真帆 中3 里村 光 中3 宇津宮 佑紀中3 柴田 早菜子中2 岩元 里奈 中3 木村 美咲 中1 久保 朱理 中2
100m 筑陽学園 天拝 筑紫野 大利 那珂川北 春日南 春日西 平野 二日市 大利

01:06.0 01:10.2 01:14.4 01:14.7 01:15.7 01:16.6 01:16.7 01:18.3 01:19.5 01:19.6

背泳ぎ 徳田 藍李 中3 合屋 楓 中3 里村 光 中3 柴田 早菜子中2 久保 朱理 中2 石橋 美樹 中2 木村 美咲 中1 冨永 真帆 中3 土本 英未 中3 森山 栞菜 中2
200m 筑陽学園 天拝 那珂川北 春日西 大利 大利 二日市 大利 那珂川 平野

02:20.8 02:29.5 02:39.5 02:43.8 02:45.2 02:45.8 02:46.3 02:49.4 02:58.4 03:09.0
(標準新)

平泳ぎ 石井 茜 中3 高瀬 花乃 中3 長濵 郁花 中1 小川 春奈 中2 坂田 友樹子中1 石橋 美樹 中2 坂本 柚衣 中1 林田 奈々 中3 齊藤 小春 中2 中本 早紀 中3
100m 筑山 平野 春日南 天拝 筑紫野 大利 大野東 平野 春日野 二日市

01:13.6 01:16.5 01:17.8 01:21.1 01:29.4 01:29.7 01:30.0 01:32.1 01:35.6 01:36.7
(標準新)

平泳ぎ 石井 茜 中3 高瀬 花乃 中3 小川 春奈 中2 松本 淑子 中3 山口 歩実 中1 坂本 柚衣 中1 大石 真里花中2 林田 奈々 中3 中本 早紀 中3 佐々木 亜美中2
200m 筑山 平野 天拝 大野東 二日市 大野東 平野 平野 二日市 春日野

02:37.7 02:42.2 02:51.0 02:56.4 03:08.0 03:10.0 03:23.0 03:24.3 03:29.7 03:43.2
(標準新)

バタフライ 安井 みなみ中2 丸山 佳乃子中2 坂田 友樹子中1 山口 歩実 中1 藤本 夏生 中1 池内 麻子 中2 花田 みのり中1 根井 実織 中2 杉山 うさぎ中1
100m 学業院 筑陽学園 筑紫野 二日市 二日市 春日東 春日西 春日野 学業院

01:08.0 01:12.0 01:20.8 01:22.5 01:29.8 01:30.7 01:34.7 01:37.8 01:40.1

バタフライ 安井 みなみ中2 丸山 佳乃子中2
200m 学業院 筑陽学園

02:29.5 02:33.5

個人メドレー 長濵 郁花 中1 市原 沙彩 中3 松本 淑子 中3 水永 葉月 中2 石橋 南歩 中1 三次 明結子中2 岩元 里奈 中3 花田 みのり中1 田島 紗奈 中1
200m 春日南 平野 大野東 二日市 春日東 春日西 平野 春日西 二日市

02:28.6 02:35.6 02:40.8 02:43.7 02:47.6 02:54.6 02:59.3 03:26.3 03:52.7
(大会新)

個人メドレー 川渕 穂乃花中2 市原 沙彩 中3 石橋 南歩 中1 松本 真希 中3
400m 那珂川南 平野 春日東 春日東

05:04.3 05:22.1 06:04.8 06:53.9
(大会新)

リレー 春日西 中 平野 中 二日市 中 春日野 中 春日東 中 大利 中 筑山 中 那珂川 中 那珂川北 中
400m 松永 美咲 中3 市原 沙彩 中3 河村 彩奈 中3 龍 成美 中3 石橋 南歩 中1 久保 朱理 中2 石井 茜 中3 土本 英未 中3 里村 光 中3

柴田 早菜子中2 堀内 美沙 中2 山口 歩実 中1 久保 那月 中2 池内 麻子 中2 斉藤 美紗 中2 石田 実夢 中2 齋藤 綾香 中2 田﨑 由華 中3
本田 紫苑 中2 林田 奈々 中3 木村 美咲 中1 根井 実織 中2 松本 真希 中3 石橋 美樹 中2 是澤 佑香 中1 手島 日向 中1 山下 志乃 中1
三次 明結子中2 高瀬 花乃 中3 水永 葉月 中2 竹井 佑奈 中3 岩村 有紗 中2 村田 志織 中2 柴田 瞳 中3 中村 有希奈中3 境 友希 中3

04:28.8 04:37.3 04:41.1 04:58.9 05:15.5 05:18.5 05:23.1 05:38.0 05:45.8

メドレーリレー 平野 中 二日市 中 春日西 中 大利 中 春日野 中 春日東 中 那珂川 中
400m 堀内 美沙 中2 木村 美咲 中1 柴田 早菜子中2 石橋 美樹 中2 龍 成美 中3 松本 真希 中3 中村 有希奈中3

林田 奈々 中3 山口 歩実 中1 三次 明結子中2 斉藤 美紗 中2 齊藤 小春 中2 執行 美空 中2 手島 日向 中1
市原 沙彩 中3 水永 葉月 中2 永井 美帆 中3 久保 朱理 中2 根井 実織 中2 石橋 南歩 中1 土本 英未 中3
高瀬 花乃 中3 河村 彩奈 中3 松永 美咲 中3 村田 志織 中2 竹井 佑奈 中3 池内 麻子 中2 齋藤 綾香 中2

05:06.4 05:13.1 05:23.5 05:28.6 05:46.1 06:04.4 06:35.6


