
平成２４年度　筑前地区中体連新人水泳競技大会結果
平成２４年8月23日(木)　　於　福岡県立総合プール

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位
自由形 福島　香織 中2 中村　文音 中1 村田　志織 中2 福澤和香菜中2 松嶋佳奈子中2 根井　実織 中2
50m 志免 前原西 大利 筑紫野 筑紫野 春日野

28.13 29.66 29.75 30.45 30.9 31.89
(大会新)

自由形 福島　香織 中2 村田　志織 中2 髙瀬ななみ 中1 中村　文音 中1 福澤和香菜中2 水永　葉月 中2
100m 志免 大利 福間東 前原西 筑紫野 二日市

01:01.3 01:05.0 01:05.1 01:05.1 01:06.3 01:09.4
(大会新)

自由形 宝田　夏希 中2 髙瀬ななみ 中1 嶋田　京佳 中2 塚原　夏妃 中2 三次明結子中2 本田　紫苑 中2
200m 自由ヶ丘 福間東 福間 新宮 春日西 春日西

02:14.2 02:21.0 02:24.3 02:31.8 02:32.9 02:42.7

自由形 川渕穂乃花中2 宝田　夏希 中2 江口　杏里 中2 本田　紫苑 中2 佐藤　梓 中1 永石　葵 中2
400m 那珂川南 自由ヶ丘 古賀北 春日西 前原西 志免

04:33.9 04:42.0 04:45.9 05:41.2 05:52.8 05:56.0
(大会新)

背泳ぎ 中村日菜美中1 田中　優生 中1 芦田　萌花 中2 柴田早菜子中2 木村　美咲 中1 久保　朱理 中2
100m 河東 新宮 宇美南 春日西 二日市 大利

01:11.8 01:14.2 01:17.1 01:18.4 01:20.4 01:21.2

背泳ぎ 中村日菜美中1 田中　優生 中1 芦田　萌花 中2 柴田早菜子中2 久保　朱理 中2 石橋　美樹 中2
200m 河東 新宮 宇美南 春日西 大利 大利

02:33.0 02:34.8 02:41.7 02:44.3 02:48.0 02:48.9

平泳ぎ 長濵　郁花 中1 小川　春奈 中2 大谷　美佳 中2 山口　歩実 中1 石橋　美樹 中2 関屋優香里中2
100m 春日南 天拝 古賀 二日市 大利 学業院

01:18.4 01:21.4 01:23.3 01:30.3 01:30.9 01:31.2

平泳ぎ 小川　春奈 中2 坂田友樹子中1 坂本　柚衣 中1 関屋優香里中2 中西　由馨 中1 石堂愛耶音中2
200m 天拝 筑紫野 大野東 学業院 福吉 志免東

02:55.7 03:08.2 03:09.3 03:13.6 03:26.7 03:34.7

バタフライ 石田　彩乃 中2 安井みなみ 中2 丸山佳乃子中2 塚原　夏妃 中2 坂田友樹子中1 山口　歩実 中1
100m 須恵 学業院 筑陽学園 新宮 筑紫野 二日市

01:06.4 01:06.6 01:12.1 01:21.3 01:22.1 01:22.8

バタフライ 石田　彩乃 中2 安井みなみ 中2 丸山佳乃子中2 山邉さくら 中2 後藤美紗紀中1 椎山　想 中1
200m 須恵 学業院 筑陽学園 久山 須恵 篠栗

02:24.7 02:32.3 02:34.2 03:35.3 03:47.1 03:57.8
(大会新)

個人メドレー 川渕穂乃花中2 長濵　郁花 中1 江口　杏里 中2 大谷　美佳 中2 嶋田　京佳 中2 水永　葉月 中2
200m 那珂川南 春日南 古賀北 古賀 福間 二日市

02:23.8 02:28.5 02:31.0 02:41.9 02:42.1 02:47.0
(大会新)

リレー 二日市 中 春日西 中 新宮 中 前原西 中 古賀北 中 筑紫野 中
400m 山口　歩実 中1 柴田早菜子中2 塚原　夏妃 中2 紫原　咲希 中1 中小川智美中2 松嶋佳奈子中2

藤本　夏生 中1 本田　紫苑 中2 日高　美里 中2 吉村　萌 中1 松室　舞海 中1 福澤和香菜中2
木村　美咲 中1 花田みのり 中1 松尾　瑠奈 中2 佐藤　梓 中1 筒井さやか 中2 西山沙耶香中2
水永　葉月 中2 三次明結子中2 田中　優生 中1 中村　文音 中1 江口　杏里 中2 坂田友樹子中1

04:55.6 04:57.7 05:04.6 05:07.8 05:11.8 05:15.4

メドレーリレー 二日市 中 新宮 中 春日西 中 古賀北 中 平野 中 前原西 中
400m 木村　美咲 中1 田中　優生 中1 柴田早菜子中2 筒井さやか 中2 森山　栞菜 中2 紫原　咲希 中1

山口　歩実 中1 小松さくら 中1 三次明結子中2 藪田　奈那 中2 大石真里花中2 加茂明日香中2
藤本　夏生 中1 塚原　夏妃 中2 花田みのり 中1 江口　杏里 中2 堀内　美沙 中2 佐藤　梓 中1
水永　葉月 中2 日高　美里 中2 本田　紫苑 中2 松室　舞海 中1 久間　響華 中1 中村　文音 中1

05:31.1 05:37.9 05:42.9 05:43.5 05:50.9 05:51.1


