
平成２３年度 福岡県高等学校水泳競技大会中部ブロック予選会 平成２３年５月２８日（土）～５月２９日（日）
兼 全国高等学校総合体育大会中部ブロック予選 九州産業大学付属九州高等学校プール（２５ｍ・８コース）

自由形 糸島 3年 九産大九州 2年 九産大九州 3年 東福岡 3年 筑紫丘 3年 新宮 3年 城南 2年 光陵 1年
50m 河﨑 裕也 田中 也大 松見 快世 藤井 涼 佐瀬 晴基 菅 卓也 七田 康平 大賀 善治

24.99 25.01 25.43 25.60 25.61 25.77 25.86 26.01
自由形 九産大九州 2年 東福岡 1年 糸島 3年 筑紫中央 2年 九産大九州 3年 筑陽学園 2年 玄界 1年 筑前 3年

100m 田中 也大 坂本 悠輔 河﨑 裕也 濱田 勝彌 松見 快世 分部 渚 二宮 慧 福永 悠馬
54.16 54.72 54.74 54.82 55.15 55.16 55.96 57.24

自由形 九産大九州 3年 筑紫中央 2年 東福岡 1年 筑陽学園 2年 東福岡 1年 筑紫 2年 新宮 2年 筑前 1年
200m 大塚 貴之 濱田 勝彌 坂本 悠輔 分部 渚 越川 優太 副島 大樹 岡田裕次郎 福永 慶士

1:55.26 1:56.04 1:58.05 1:58.54 1:58.74 2:01.81 2:02.75 2:03.98
自由形 福翔 2年 九産大九州 3年 東福岡 1年 新宮 2年 城南 3年 九産大九州 3年 福大大濠 2年 九産大九州 1年

400m 松村 脩平 大塚 貴之 越川 優太 岡田裕次郎 野田 健斗 岩松嵐士朗 森田 将平 服部 季輝
3:59.11 4:01.97 4:07.22 4:09.10 4:10.41 4:13.64 4:17.11 4:19.28

自由形 福翔 2年 城南 3年 九産大九州 3年 福大大濠 2年 福工大城東 1年 筑紫台 1年 九産大九州 1年 東福岡 1年
1500m 松村 脩平 野田 健斗 岩松嵐士朗 森田 将平 衛藤 光 前田 昇 竹藤 大輝 宇都 薫希

大会新 15:30.99 16:29.87 16:37.64 16:52.42 17:13.62 17:35.76 17:52.78 18:06.10
背泳ぎ 東福岡 3年 玄界 3年 筑陽学園 3年 九産大九州 1年 九産大九州 3年 光陵 1年 玄界 3年 筑紫中央 3年

100m 前田 悠帆 浦川 諒哉 丸山龍太郎 高野 洋斗 深堀健二郎 島田林太朗 中原 凌希 唐島 勝寛
58.76 59.12 1:00.14 1:00.40 1:00.47 1:01.74 1:01.74 1:02.04

背泳ぎ 東福岡 3年 玄界 3年 東福岡 2年 筑陽学園 3年 九産大九州 1年 玄界 3年 九産大九州 3年 光陵 1年
200m 前田 悠帆 浦川 諒哉 秦 康平 丸山龍太郎 高野 洋斗 中原 凌希 深堀健二郎 島田林太朗

2:03.90 2:05.60 2:07.90 2:08.56 2:08.72 2:09.90 2:11.74 2:11.96
平泳ぎ 筑陽学園 1年 九産大九州 2年 城南 1年 筑紫丘 3年 福岡 3年 九産大九州 2年 東福岡 3年 福翔 2年

100m 後藤 滉平 石川 孝章 野田 皐成 上萬 樹生 高崎 英明 山口 勇輝 濱口 健太 熊本 大輝
1:03.22 1:05.56 1:05.92 1:06.49 1:06.82 1:06.86 1:07.69 1:07.88

平泳ぎ 筑陽学園 1年 九産大九州 2年 城南 1年 福岡 3年 東福岡 3年 筑紫中央 1年 東福岡 3年 九産大九州 1年
200m 後藤 滉平 石川 孝章 野田 皐成 高崎 英明 濱口 健太 馬渡 翼 岩崎 聖也 小林 涼介

2:14.28 2:17.86 2:20.03 2:22.61 2:24.14 2:25.98 2:27.61 2:28.49
バタフライ 九産大九州 3年 東福岡 2年 新宮 3年 筑紫中央 1年 東福岡 3年 九産大九州 1年 宗像 3年 糸島 3年

100m 石井 昂雄 秦 康平 菅 卓也 江口 大稀 藤井 涼 吉海 由 宮本 大輔 中村 直貴
57.77 58.34 58.65 59.28 59.34 1:01.11 1:02.29 1:02.68

バタフライ 九産大九州 3年 九産大九州 1年 筑紫中央 1年 東福岡 2年 宗像 3年 筑紫丘 1年 九産大九州 3年 修猷館 3年
200m 石井 昂雄 吉海 由 江口 大稀 栁場 俊亮 宮本 大輔 大野 孝高 山下 裕太 渡壁 聖太

2:05.23 2:10.21 2:11.05 2:13.68 2:19.73 2:20.06 2:20.47 2:26.20
個人メドレー 香住丘 3年 筑陽学園 2年 筑陽学園 1年 九産大九州 2年 九産大九州 2年 福翔 2年 筑紫丘 3年 九産大九州 3年

200m 山田 克駿 大川 恭司 川上 真生 梶谷 祐次 山口 勇輝 熊本 大輝 上萬 樹生 濱田 起郎
2:04.80 2:06.72 2:07.36 2:08.61 2:09.49 2:11.01 2:12.98 2:13.78

個人メドレー 香住丘 3年 筑陽学園 2年 筑陽学園 1年 九産大九州 2年 九産大九州 3年 九産大九州 1年 筑紫丘 2年 筑紫丘 1年
400m 山田 克駿 大川 恭司 川上 真生 梶谷 祐次 濱田 起郎 服部 季輝 志岐 一輝 市原 佑海

大会新 4:24.92 大会新 4:26.20 4:29.84 4:32.68 4:33.32 4:45.82 5:00.13 5:08.80
リレー 九産大九州 筑陽学園 東福岡 糸島 福翔 筑紫中央 筑紫丘 城南

400m

3:34.32 3:39.38 3:41.33 3:44.36 3:48.72 3:49.00 3:50.25 3:51.96
リレー 九産大九州 東福岡 筑紫中央 糸島 城南 筑紫丘 福翔 香住丘

800m

7:52.65 8:09.03 8:13.00 8:13.69 8:15.26 8:26.20 8:29.21 8:39.28
メドレーリレー 筑陽学園 九産大九州 東福岡 筑紫中央 福翔 筑紫丘 城南 新宮

400m

3:54.04 3:57.30 3:57.52 4:06.11 4:10.20 4:10.71 4:12.65 4:16.76

総合成績 九産大付九州 東福岡 筑陽学園 筑紫中央 福翔 城南 糸島 筑紫丘
１８１点 １１３点 ９１点 ５５点 ４０点 ３９点 ３５点 ３３点

男子

５位 ６位 ７位１位 ２位 ３位 ４位 ８位

大塚 貴之・松見 快世 吉村 祐紀・小柳 尚輝 濱田 勝彌・唐島 勝寛 森田 大樹・佐瀬 晴基 七田 健介・野田 健斗
岡本 陽平・井島 大介

深堀健二郎・石川 孝章 前田 悠帆・濱口 健太 唐島 勝寛・馬渡 翼

田中 也大・山口 勇輝

大塚 貴之・岩松嵐士朗
石井 昂雄・濱田 起郎

丸山龍太郎・後藤 滉平

松村 脩平・熊本 大輝 岸 堅介・江口 大稀 市原 佑海・上萬 樹生 野田 皐成・林 剛平

大川 恭司・川上 真生

川上 真生・後藤 滉平 坂本 悠輔・前田 悠帆 河﨑 裕也・川村龍太朗
分部 渚・大川 恭司 藤井 涼・秦 康平

越川 優太・坂本 悠輔 濱田 勝彌・唐島 勝寛 川村龍太朗・河﨑 裕也 野田 皐成・野田 健斗 大野 孝高・市原 佑海 松村 脩平・熊本 大輝 山田 克駿・ウィリアムズ勇気

宇都 薫希・栁場 俊亮 岸 堅介・江口 大稀 岡本 陽平・井島 大介 七田 健介・林 剛平 志岐 一輝・佐瀬 晴基 小柳 尚輝・岡﨑 克志

熊本 大輝・小柳 尚輝 大野 孝高・市原 佑海 七田 健介・野田 皐成 本郷 凌河・瀬戸口貴大

花田 一真・山口 雅人

石井 昂雄・田中 也大 秦 康平・坂本 悠輔 江口 大稀・濱田 勝彌 松村 脩平・吉村 祐紀 上萬 樹生・佐瀬 晴基 七田 康平・野田 健斗 菅 卓也・岡田裕次郎



平成２３年度 福岡県高等学校水泳競技大会中部ブロック予選会 平成２３年５月２８日（土）～５月２９日（日）
兼 全国高等学校総合体育大会中部ブロック予選 九州産業大学付属九州高等学校プール（２５ｍ・８コース）

自由形 福大附属若葉 1年 筑紫中央 2年 筑紫中央 2年 福大附属若葉 1年 中村学園女子 3年 福岡中央 1年 城南 3年 福翔 2年
50m 萱島 望 白石 成美 竹中 二美 大久保凪彩 今村 晴香 平林 黎 七田沙弥香 児玉 彩夏

大会新 27.23 27.46 28.02 28.34 28.75 28.78 28.88 28.92
自由形 筑紫中央 2年 福大附属若葉 1年 中村学園女子 3年 筑紫中央 2年 福大附属若葉 1年 福大附属若葉 3年 城南 3年 福翔 3年

100m 白石 成美 徳重 友里 今村 晴香 竹中 二美 萱島 望 植田恵梨香 七田沙弥香 大野 結有
59.63 59.82 1:00.45 1:01.58 1:01.78 1:02.27 1:02.32 1:02.47

自由形 福大附属若葉 3年 福大附属若葉 1年 九産大九州 1年 福翔 3年 筑陽学園 3年 福大附属若葉 3年 福岡女子商業 2年 玄界 1年
200m 赤﨑 希 徳重 友里 武田 佳菜 冨安 楓 井上波都子 植田恵梨香 中村 春捺 松岡 真由

大会新 2:04.10 2:08.16 2:11.29 2:12.60 2:12.79 2:13.48 2:15.39 2:17.90
自由形 福大附属若葉 3年 福大附属若葉 2年 九産大九州 1年 福大附属若葉 3年 福翔 3年 筑紫中央 3年 香椎 2年 筑紫中央 2年

400m 赤﨑 希 河野 美咲 武田 佳菜 山本 愛里 冨安 楓 高橋 絢香 吉見 小雪 吉本 南未
大会新 4:20.99 4:27.16 4:34.72 4:38.39 4:39.14 4:40.54 4:42.05 4:43.01

自由形 福大附属若葉 2年 福大附属若葉 3年 筑紫中央 3年 福大附属若葉 2年 筑紫中央 2年 香椎 2年 筑紫中央 1年 城南 3年
800m 河野 美咲 山本 愛里 高橋 絢香 吉澤菜瑠美 吉本 南未 吉見 小雪 國村 奈祐 岩佐 海音

9:07.87 9:23.32 9:30.98 9:35.68 9:39.03 9:40.92 9:54.86 10:25.53
背泳ぎ 福大附属若葉 2年 福大附属若葉 1年 福翔 1年 福大附属若葉 3年 九産大九州 3年 玄界 1年 柏陵 1年 筑紫中央 2年

100m 伊藤 幸 小川 純季 西村 梨沙 紫村 麻衣 六山 栞 中村 菓倫 川尻 理紗 松本 美優
1:03.91 1:04.51 1:05.50 1:06.36 1:08.16 1:08.41 1:08.78 1:08.83

背泳ぎ 福大附属若葉 1年 福翔 1年 福大附属若葉 2年 福大附属若葉 3年 玄界 1年 九産大九州 3年 柏陵 1年 博多女子 2年
200m 小川 純季 西村 梨沙 伊藤 幸 紫村 麻衣 中村 菓倫 六山 栞 川尻 理紗 鎌田久美子

2:17.58 2:18.89 2:19.76 2:22.26 2:23.12 2:26.05 2:26.35 2:26.66
平泳ぎ 福大附属若葉 3年 香住丘 1年 福大附属若葉 3年 福翔 2年 筑紫中央 3年 春日 3年 福岡魁誠 2年 新宮 1年

100m 松尾 莉子 飯伏 晴香 松邑 紗瑛 鬼崎真律加 三宅 綾香 東 瀬里奈 伊藤 優真 正田 沙樹
1:13.58 1:15.48 1:15.60 1:16.05 1:16.37 1:16.46 1:17.26 1:18.31

平泳ぎ 香住丘 1年 福大附属若葉 3年 福大附属若葉 3年 福翔 2年 春日 3年 筑紫中央 3年 福岡魁誠 2年 筑陽学園 2年
200m 飯伏 晴香 松尾 莉子 松邑 紗瑛 鬼崎真律加 東 瀬里奈 三宅 綾香 伊藤 優真 浅利 華子

2:34.79 2:34.84 2:37.29 2:39.93 2:43.38 2:43.46 2:44.88 2:47.86
バタフライ 香住丘 1年 福大附属若葉 3年 福翔 2年 九産大九州 2年 福大附属若葉 1年 筑紫中央 2年 福翔 2年 福岡中央 1年

100m 舩越 香帆 唐島 美奈 大塚 麻由 吉田 彩 蓑手 萌夏 深町 朱里 宮園 悠可 下山 美咲
1:02.78 1:03.24 1:05.90 1:06.08 1:06.52 1:07.94 1:08.73 1:09.18

バタフライ 香住丘 1年 福大附属若葉 3年 福岡講倫館 2年 福翔 2年 九産大九州 2年 太宰府 2年 福翔 2年 福大附属若葉 1年
200m 舩越 香帆 唐島 美奈 唐島 美穂 大塚 麻由 吉田 彩 高田 菜摘 宮園 悠可 蓑手 萌夏

2:15.44 2:19.55 2:21.37 2:22.40 2:25.26 2:28.89 2:29.78 2:32.79
個人メドレー 福翔 2年 筑紫中央 3年 福大附属若葉 2年 福大附属若葉 1年 福岡女学院 1年 筑紫中央 2年 福大附属若葉 3年 糸島 1年

200m 濵浦 実結 柴田 晴菜 末永明日夏 吉積 真紀 深町 桃花 深町 朱里 飼田 茜 内山 友紀
2:21.52 2:24.42 2:25.37 2:27.05 2:33.43 2:33.47 2:34.21 2:35.73

個人メドレー 福翔 2年 福大附属若葉 2年 福大附属若葉 1年 福岡講倫館 2年 筑紫中央 3年 福大附属若葉 3年 糸島 1年 筑紫中央 1年
400m 濵浦 実結 末永明日夏 吉積 真紀 唐島 美穂 柴田 晴菜 飼田 茜 内山 友紀 井上芙弥子

5:00.30 5:01.01 5:01.44 5:08.39 5:10.42 5:18.74 5:23.47 5:37.48
リレー 福大附属若葉 福翔 筑紫中央 九産大九州 香住丘 福岡中央 中村学園女子 筑陽学園

400m

3:59.26 4:03.31 4:04.54 4:14.02 4:19.34 4:20.89 4:22.76 4:23.78
メドレーリレー 福大附属若葉 福翔 筑紫中央 香住丘 筑陽学園 九産大九州 中村学園女子 新宮

400m

4:19.03 4:26.88 4:34.14 4:39.02 4:43.67 4:43.96 4:48.09 5:01.73

総合成績 福大附属若葉 福翔 筑紫中央 香住丘 九産大九州 中村学園女子 筑陽学園 福岡講倫館
２３１点 ９３点 ９２点 ４９点 ４４点 １８点 １５点 １１点

小山 純・正田 沙樹
吉田 彩・高藤絵里奈 今村 晴香・宗雲 三咲 平野 芽依・結城 智沙

寺田 祥子・飯伏 晴香 岩元 美咲・浅利 華子 六山 栞・武田 佳菜 樋野 萌・上野 眞穗
舩越 香帆・渡 千恵 鬼木 理恵・井上波都子

西村 梨沙・冨安 楓 竹中 二美・柴田 晴菜 吉田 彩・高藤絵里奈 舩越 香帆・飯伏 晴香 平林 黎・薙野 友美 樋野 萌・今村 晴香 浅利 華子・井上波都子

小川 純季・松尾 莉子
唐島 美奈・赤﨑 希

濵浦 実結・大野 結有 白石 成美・深町 朱里

西村 梨沙・鬼崎真律加 松本 美優・三宅 綾香

徳重 友里・赤﨑 希

大塚 麻由・冨安 楓 深町 朱里・白石 成美

８位

河野 美咲・伊藤 幸 武田 佳菜・六山 栞 平島 衣織・森元志穂美 下山 美咲・村上 可南 宗雲 三咲・原川 愛美 鬼木 理恵・大澤 純加

女子

５位 ６位 ７位１位 ２位 ３位 ４位




