
種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 6位 6位

総合 

男子
沖・金　城 佐・致遠館 佐・鍋　島 熊・八代第四 福・浮　羽 佐・成　章 佐・三日月 熊・城　南

総合 

男子
44 40 30 23 16 16 16 16

総合 

男子
リレーの得点を獲得したため

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 7位 7位 7位

総合 

女子
鹿・第一鹿屋 福・志免東 沖・浦　添 熊・尚　絅 沖・琉大附属 鹿・川内南 熊・桜　木 大・大分西 宮・宮　崎 福・大牟田甘木

総合 

女子
47 36 26 24 22 16 15 15 15 15
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2021/08/05～2021/08/06

会場  学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
渋谷琥玲亜  中3 佐々田祐希  中3 片桐　瑠夏  中3 占部　寛樹  中3 後藤　和豊  中3 木村　亮太  中3 江﨑　侑聖  中2 石橋　侑大  中2

佐・三日月 福・壱岐丘 沖・玉　城 大・中津城北 大・碩　田 熊・鏡 鹿・万　世 福・広　徳

24.39 24.99 24.99 25.40 25.42 25.63 25.66 25.78

（同2位）

渋谷琥玲亜  中3 白坂　優気  中3 占部　寛樹  中3 小林　拓海  中2 西小野泰志  中3 石橋　侑大  中2 木村　亮太  中3 中村　　翼  中3

佐・三日月 鹿・阿久根 大・中津城北 沖・真和志 鹿・帖　佐 福・広　徳 熊・鏡 宮・宮大附属

53.39 54.35 54.53 55.33 55.40 55.74 55.97 56.06

岩石　莉空  中3 渡邉　玄大  中3 中村　　翼  中3 小林　拓海  中2 緒方　茉旭  中3 飯盛　悠汰  中2 松本　　晄  中3 久村　一惺  中3

佐・鍋　島 大・滝　尾 宮・宮大附属 沖・真和志 熊・三　和 福・城　山 大・佐伯南 沖・金　城

1:59.56 1:59.58 2:00.05 2:00.20 2:01.55 2:01.64 2:02.03 2:03.43

中村　満幸  中3 菊地　裕斗  中3 岩石　莉空  中3 緒方　茉旭  中3 諸熊　悠雅  中2 白根　舜大  中2 佐藤　正崇  中3 西川　悠介  中3

熊・城　南 福・筑紫野 佐・鍋　島 熊・三　和 福・須　恵 長・長　与 佐・多　良 沖・古　蔵

4:10.87 4:13.54 4:15.64 4:15.65 4:24.85 4:27.55 4:28.20 4:29.37

中村　満幸  中3 安井　悠斗  中2 草場　大地  中2 歌野原誠仁  中2 白根　舜大  中2 西川　悠介  中3 大野　悠希  中3 平田真太郎  中1

熊・城　南 熊・飽　田 佐・城　東 佐・鍋　島 長・長　与 沖・古　蔵 福・青　陵 長・喜々津

16:33.48  Fin. 16:59.37  Fin. 17:14.90  Fin. 17:27.80  Fin. 17:36.92  Fin. 17:42.00  Fin. 17:59.91  Fin. 18:00.81  Fin.

8:46.76  800 9:01.91  800 9:08.23  800 9:03.45  800 9:15.44  800 9:22.09  800 9:32.06  800 9:34.94  800

中原　　克  中3 田浦　悠羽  中3 岩永　　悠  中3 真崎　健伸  中3 嵩原　安芳  中3 藤井　祐聖  中3 川越　優心  中3 一瀬　稜太  中3

福・志　免 沖・高江洲 佐・致遠館 熊・菊　水 沖・仲　西 福・春日東 宮・妻 長・東長崎

59.79 1:00.85 1:01.24 1:02.14 1:03.19 1:03.47 1:03.51 1:03.93

岩永　　悠  中3 田浦　悠羽  中3 真崎　健伸  中3 森田　脩嗣  中2 梶原　悟史  中2 藤井　祐聖  中3 一瀬　稜太  中3 迫田　陽貴  中2

佐・致遠館 沖・高江洲 熊・菊　水 福・板　付 大・日田東部 福・春日東 長・東長崎 鹿・伊集院

2:12.63 2:14.09 2:14.68 2:15.51 2:16.11 2:16.11 2:16.24 2:21.21

（同5位）

牟田　　蒼  中2 比嘉功太郎  中3 加甲　泰聖  中2 丸﨑　蒼介  中3 北村　歩夢  中2 中島　周弥  中3 黒木　敦也  中3 阿波連好誠  中3

福・平　野 沖・金　城 熊・八代第四 宮・祝　吉 佐・北茂安 鹿・鹿屋東 熊・錦 沖・港　川

1:05.57 1:05.90 1:07.41 1:07.81 1:08.73 1:09.17 1:10.50 1:10.97

比嘉功太郎  中3 牟田　　蒼  中2 丸﨑　蒼介  中3 北村　歩夢  中2 中島　周弥  中3 岡部　元紀  中3 加甲　泰聖  中2 窪田　晃大  中3

沖・金　城 福・平　野 宮・祝　吉 佐・北茂安 鹿・鹿屋東 福・志　免 熊・八代第四 熊・託　麻

2:21.32 2:23.58 2:25.43 2:25.48 2:27.62 2:29.13 2:30.55 2:32.07

2021/08/06 12:38:50 SEIKO Swimming Results System

背泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

背泳ぎ 
 200m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 100m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 200m 

タイム決勝

自由形 
  50m 

タイム決勝

自由形 
 100m 

タイム決勝

自由形 
 200m 

タイム決勝

自由形 
 400m 

タイム決勝

自由形 
1500m 

タイム決勝
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会場  学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
片桐　瑠夏  中3 辻　　大地  中3 牧　廉太郎  中3 久津輪　心  中3 ﾏｸﾌｧﾗﾝﾄﾞ滉良  中3 山下　楽偉  中3 榎屋直大朗  中3 左藤　優貴  中2

沖・玉　城 熊・山　鹿 福・百　道 福・大牟田田隈 沖・嘉手納 熊・八代第四 鹿・明　和 大・判　田

58.10 58.15 58.44 58.84 59.06 59.65 1:00.11 1:00.46

木村　翔悟  中3 岸田　龍馬  中3 山下　楽偉  中3 菊地　裕斗  中3 ﾏｸﾌｧﾗﾝﾄﾞ滉良  中3 榎屋直大朗  中3 磯田　勇樹  中2 河本　裕久  中1

福・小　郡 熊・飽　田 熊・八代第四 福・筑紫野 沖・嘉手納 鹿・明　和 大・上野ヶ丘 沖・琉大附属

2:10.54 2:11.10 2:11.90 2:12.70 2:12.74 2:13.14 2:16.34 2:19.12

市丸　愛翔  中3 石井　紀宙  中3 久村　一惺  中3 友野　晴斗  中3 鮫島　漣征  中3 沼田　頼人  中1 後藤　豊貴  中1 吉田直太朗  中2

佐・成　章 福・福岡城南 沖・金　城 宮・宮崎西 鹿・南 宮・吾　田 大・碩　田 福・大　野

2:08.82 2:12.53 2:14.95 2:15.05 2:16.36 2:19.65 2:20.69 2:20.75

市丸　愛翔  中3 石井　紀宙  中3 鮫島　漣征  中3 木村　翔悟  中3 友野　晴斗  中3 歌野原誠仁  中2 池村　玲人  中3 堀　晄太朗  中3

佐・成　章 福・福岡城南 鹿・南 福・小　郡 宮・宮崎西 佐・鍋　島 沖・長　嶺 鹿・鹿屋東

4:35.38 4:44.34 4:49.72 4:53.77 4:56.49 5:03.30 5:05.11 5:05.30

福・浮　羽  中 沖・金　城  中 沖・美　東  中 佐・致遠館  中 佐・鍋　島  中 鹿・伊集院  中 熊・宇土鶴城  中 宮・妻  中

田中　友規  中3 久村　一惺  中3 照屋　光星  中2 岩永　　悠  中3 岩石　莉空  中3 柳園　健翔  中3 林田　陽音  中2 川越　優心  中3

石橋　　悠  中3 石原　昌依  中2 石川　稜汰  中2 佐藤　想良  中2 歌野原誠仁  中2 迫田　陽貴  中2 長崎　叶都  中2 鎌田　光杜  中3

高木　琉成  中2 比嘉　海惺  中3 野原　佳峻  中3 仁位　祐誠  中2 岡　　愛斗  中1 川村　侑大  中2 杉本　佑太  中3 大川内奏太  中2

廣底　尚人  中3 比嘉功太郎  中3 國吉　優佑  中3 福井　優星  中3 野田直太朗  中3 寺田　遥翔  中3 平江　瑞穂  中3 黒木　優輝  中2

3:54.48  Fin. 3:55.19  Fin. 3:55.47  Fin. 3:57.10  Fin. 3:58.16  Fin. 3:59.85  Fin. 3:59.91  Fin. 4:01.15  Fin.

58.29  1st. 55.37  1st. 58.86  1st. 56.52  1st. 56.05  1st. 58.62  1st. 1:02.11  1st. 56.55  1st.

佐・致遠館  中 大・判　田  中 熊・八代第二  中 鹿・明　和  中 沖・金　城  中 熊・八代第四  中 沖・港　川  中 鹿・伊集院  中

岩永　　悠  中3 池﨑　　結  中2 渕田　凌誠  中1 住吉　宏仁  中3 久村　一惺  中3 野田　真輝  中2 比嘉　徠日  中3 迫田　陽貴  中2

佐藤　想良  中2 上野　優真  中2 浦﨑　蒼唯  中3 平田　宗慶  中3 比嘉功太郎  中3 加甲　泰聖  中2 阿波連好誠  中3 寺田　遥翔  中3

福井　優星  中3 左藤　優貴  中2 井上　大靖  中2 榎屋直大朗  中3 比嘉　海惺  中3 山下　楽偉  中3 比嘉　陽向  中2 中島　広太  中3

仁位　祐誠  中2 山下　紘輝  中2 渕田　陸翔  中3 山﨑　結仁  中1 石原　昌依  中2 緒方　臣晟  中3 友利　宥斗  中2 柳園　健翔  中3

4:19.11  Fin. 4:19.42  Fin. 4:21.11  Fin. 4:21.45  Fin. 4:21.76  Fin. 4:21.80  Fin. 4:23.54  Fin. 4:23.76  Fin.

1:01.70  1st. 1:07.17  1st. 1:09.44  1st. 1:08.52  1st. 1:05.57  1st. 1:10.60  1st. 1:04.69  1st. 1:05.28  1st.

2021/08/06 12:38:50 SEIKO Swimming Results System

バタフライ 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 400m 

タイム決勝

フリーリレー 
4x100m 

タイム決勝

メドレーリ
レー 

4x100m 
タイム決勝

バタフライ 
 100m 

タイム決勝
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会場  学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
秋高　実昇  中2 平良吏美華  中1 廣光　恵奈  中3 中村つばさ  中2 池田　莉央  中1 中村　珠梨  中3 大城　妃央  中3 井手　天舞  中3

宮・生　目 沖・金　城 福・城　山 熊・阿　蘇 福・広　川 鹿・鴨　池 沖・琉大附属 佐・嬉　野

27.25 27.52 27.83 27.87 28.10 28.31 28.40 28.60

壹岐ひなた  中2 平良吏美華  中1 當間　彩美  中3 秋高　実昇  中2 白壁　瞳子  中2 中村つばさ  中2 井手　天舞  中3 前川　結衣  中2

福・大牟田甘木 沖・金　城 沖・浦　添 宮・生　目 福・筑紫女学園 熊・阿　蘇 佐・嬉　野 長・日　野

59.39 59.70 59.83 59.86 59.99 1:00.75 1:01.28 1:01.57

當間　彩美  中3 壹岐ひなた  中2 白壁　瞳子  中2 前川　結衣  中2 坂元　帆志  中3 池野　花栞  中2 児玉　羽月  中2 木下　七海  中2

沖・浦　添 福・大牟田甘木 福・筑紫女学園 長・日　野 宮・宮大附属 熊・西合志 宮・東　海 熊・ﾙｰﾃﾙ学院

2:08.13 2:08.81 2:09.05 2:11.26 2:14.29 2:14.59 2:15.35 2:16.19

後藤果菜子  中3 生方　陽菜  中3 山下　　心  中2 増田　明菜  中3 池田　悠菜  中2 木下　七海  中2 久保　紅葉  中2 山里伶緒菜  中3

大・大分西 福・太宰府西 熊・尚　絅 沖・真志喜 福・高　宮 熊・ﾙｰﾃﾙ学院 長・北諫早 沖・東風平

4:38.18 4:38.18 4:40.21 4:41.47 4:42.49 4:43.29 4:47.79 4:48.72

（同1位）

山下　　心  中2 後藤果菜子  中3 田尻　千明  中3 久保　紅葉  中2 増田　明菜  中3 米満　優香  中3 高崎　真緒  中2 亀井　　杏  中2

熊・尚　絅 大・大分西 熊・九州学院 長・北諫早 沖・真志喜 福・二日市 福・友　泉 大・臼杵西

9:33.37 9:33.81 9:34.11 9:43.44 9:46.35 9:51.29 9:56.66 9:59.75

金納　乙生  中2 小西　　新  中3 宇野　杏里  中1 上野　日優  中3 宮里　理子  中3 渕上　真奈  中2 松永　心愛  中2 栗原　円佳  中3

宮・宮　崎 鹿・第一鹿屋 福・三　輪 長・橘 沖・伊良波 長・緑が丘 沖・豊見城 福・久　山

1:05.64 1:06.38 1:07.30 1:07.46 1:07.47 1:08.76 1:10.84 1:10.93

小西　　新  中3 金納　乙生  中2 宮里　理子  中3 宇野　杏里  中1 上野　日優  中3 松元　梨香  中3 濱田　咲希  中2 福田陽菜花  中3

鹿・第一鹿屋 宮・宮　崎 沖・伊良波 福・三　輪 長・橘 鹿・松　元 福・福岡城南 熊・九州学院

2:19.94 2:22.13 2:24.03 2:24.74 2:25.00 2:25.98 2:26.03 2:30.51

有元　優菜  中3 橋本　夢華  中3 小関　綾乃  中1 吉田　藍深  中2 皆迫　　晶  中3 細藤　陽依  中3 外間　莉々  中3 中武　美優  中3

鹿・川内南 福・福　間 長・青　雲 佐・鍋　島 鹿・金　峰 福・学業院 沖・長　嶺 宮・宮崎学園

1:13.31 1:15.81 1:15.95 1:16.18 1:16.22 1:16.80 1:17.04 1:17.67

有元　優菜  中3 吉田　藍深  中2 細藤　陽依  中3 中武　美優  中3 下条　岬希  中2 石田　未来  中3 橋本　夢華  中3 皆迫　　晶  中3

鹿・川内南 佐・鍋　島 福・学業院 宮・宮崎学園 長・志　佐 大・中　津 福・福　間 鹿・金　峰

2:33.78 2:36.69 2:40.38 2:40.75 2:43.90 2:44.04 2:44.96 2:45.52

池田　莉央  中1 比屋根ゆず  中3 福富　志真  中3 奥川　夏実  中2 池下樹莉亜  中1 池野　花栞  中2 岩﨑　瑞姫  中3 大嶋心々寧  中2

福・広　川 沖・古　堅 福・御　陵 大・別府西 鹿・和　田 熊・西合志 長・調　川 熊・千　丁

1:03.62 1:04.25 1:04.60 1:05.75 1:06.08 1:06.29 1:06.30 1:06.74

2021/08/06 12:40:20 SEIKO Swimming Results System
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タイム決勝
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タイム決勝

自由形 
  50m 

タイム決勝
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 100m 

タイム決勝

自由形 
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タイム決勝

自由形 
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 800m 

タイム決勝
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会場  学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
奥川　夏実  中2 石田　陽菜  中2 小田　ゆき  中2 池下樹莉亜  中1 徳門　　慧  中3 岩﨑　瑞姫  中3 富永　そら  中3 前田　深音  中3

大・別府西 福・壱　岐 大・南大分 鹿・和　田 沖・緑が丘 長・調　川 福・福間東 熊・出　水

2:21.55 2:22.10 2:22.17 2:23.75 2:25.24 2:27.41 2:27.55 2:27.77

宮﨑　　愛  中2 瀬津優美香  中3 宮原　　淑  中3 小田　ゆき  中2 平島　香子  中2 松永　心愛  中2 坂元　帆志  中3 藤崎　充希  中2

福・志免東 熊・桜　木 福・百　道 大・南大分 佐・鳥栖西 沖・豊見城 宮・宮大附属 熊・八代第三

2:26.80 2:28.06 2:28.90 2:31.05 2:32.03 2:32.17 2:32.21 2:33.47

瀬津優美香  中3 宮原　　淑  中3 濱田　咲希  中2 赤瀬川美海  中3 安里　美輝  中1 當間　千夏  中3 槙野　咲喜  中2 三重野葵衣  中1

熊・桜　木 福・百　道 福・福岡城南 鹿・大姶良 沖・琉大附属 沖・沖　尚 宮・宮崎東 大・南大分

5:09.37 5:11.21 5:17.19 5:25.99 5:26.28 5:28.94 5:34.79 5:36.19

鹿・第一鹿屋  中 福・志免東  中 熊・武蔵ヶ丘  中 熊・八代第四  中 沖・琉大附属  中 大・滝　尾  中 鹿・鴨　池  中 福・香椎第１  中

山口　寧々  中3 草場　胡美  中2 清水　宥妃  中3 西村　嶺羽  中3 大城　妃央  中3 大田　芽依  中2 野元　咲葵  中2 石橋　由唯  中3

小西　　新  中3 濵﨑　花鈴  中1 吉田　琴心  中2 隈部　飛燕  中2 木村　　凪  中2 佐々木杏萌  中3 本田　依子  中2 齊野咲桜子  中2

藤田　美葵  中1 長末　夏海  中3 藤岡　春名  中3 井堀　花音  中1 垣花　美玖  中3 波多野桃愛  中2 石元　そら  中3 平野　希美  中2

清水　萌衣  中3 宮﨑　　愛  中2 藤岡　春乃  中1 鳥原　美悠  中2 安里　美輝  中1 足立　惺南  中2 中村　珠梨  中3 宮原　朋未  中3

4:14.83  Fin. 4:14.97  Fin. 4:19.27  Fin. 4:20.87  Fin. 4:20.97  Fin. 4:21.68  Fin. 4:21.90  Fin. 4:23.81  Fin.

1:03.83  1st. 1:02.74  1st. 1:03.54  1st. 1:03.00  1st. 1:02.66  1st. 1:06.10  1st. 1:03.40  1st. 1:05.59  1st.

鹿・第一鹿屋  中 福・志免東  中 沖・浦　添  中 熊・尚　絅  中 沖・琉大附属  中 福・香椎第１  中 大・滝　尾  中 長・緑が丘  中

小西　　新  中3 草場　胡美  中2 銘苅　柚香  中2 岩松　杏奈  中3 垣花　美玖  中3 和田まさき  中2 大田　芽依  中2 渕上　真奈  中2

原田　莉子  中1 宮﨑　　愛  中2 田仲　希音  中1 清崎　結佳  中2 大城　妃央  中3 安藤　香奈  中2 佐々木杏萌  中3 釜田　柚鈴  中3

藤田　結葵  中1 長末　夏海  中3 當間　彩美  中3 村上ゆずは  中2 安里　美輝  中1 石橋　由唯  中3 足立　惺南  中2 松木　海音  中3

山口　寧々  中3 濵﨑　花鈴  中1 内間　望央  中3 山下　　心  中2 木村　　凪  中2 和田まこと  中3 阿座上　凛  中3 糸山　実優  中3

4:38.63  Fin. 4:41.97  Fin. 4:47.76  Fin. 4:49.84  Fin. 4:51.08  Fin. 4:53.57  Fin. 4:57.62  Fin. 4:57.69  Fin.

1:06.65  1st. 1:09.76  1st. 1:14.80  1st. 1:16.23  1st. 1:16.96  1st. 1:14.91  1st. 1:14.43  1st. 1:09.25  1st.
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