
   

★水泳競技 

主管:福岡市水泳協会 開催日:8月 7日 会場:総合西市民プール 参加者数:５０１名 

 

［５０ｍ自由形 男子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

10 歳以下 藤原 育大 福岡 SC 高橋 龍輝 BS 吉塚 實渕 有佑 個人参加 

11･12 歳 鬼丸 拓也 BS 長住 奥田 開登 JSS 姪浜 髙木 研人 ベスト若宮 

13･14 歳 平野 拓馬 KSG 九産大 田中 康大 はるおか和白 井浦 幸希 KSG 九産大 

15～17 歳 岩崎 聖也 東福岡 大野 孝高 チクシガオカ 船橋 俊也 JSS 姪浜 

18～29 歳 日野 慎也 KSG 九産大 安藤 洋平 BS 香椎 森 健人 JSS 姪浜 

30～39 歳 宮田 憲一 コナミ城南 美川浩一郎 KSG 九産大 秋山 晋一 チクシガオカ 

40～49 歳 小川 仁 ｺﾅﾐ香椎 横谷 圭一 ｺﾅﾐ城南 歌原 良亘 ｺﾅﾐ城南 

50～59 歳 野村正一郎 個人参加 佐原 和成 個人参加   

60～69 歳 瀬戸山英嗣 福岡ムーンC 荒木 素穂 福岡ムーンC 三浦 秀一 福岡ムーンC 

［１００ｍ自由形 男子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

11･12 歳 鬼丸 拓也 BS 長住 榊 大希 はるおか原 牛島 陸 BS 吉塚 

13･14 歳 安井 達哉 個人参加 佐藤 凌 ベスト橋本 真子 祐輝 ベスト橋本 

15～17 歳 二宮 慧 BS 吉塚 福永 慶士 JSS 姪浜 松延 希 東福岡 

［２００ｍ自由形 男子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

13･14 歳 児玉 賢哉 JSS 姪浜 佐藤 凌 ベスト橋本 安井 達哉 個人参加 

15～17 歳 二宮 慧 BS 吉塚 福永 慶士 JSS 姪浜 宇都 薫希 東福岡 

［５０ｍ背泳ぎ 男子］  

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

10 歳以下 藤田 斗優 はるおか原 中本 和馬 福岡 SC 高橋 龍輝 BS 吉塚 

11･12 歳 田山 舜晟 ベスト若宮 森田 和暉 福岡 SC 藤田 慧珠 はるおか原 

50～59 歳 佐原 和成 個人参加 奥野修二郎 コナミ香椎 西中間 誠 コナミ城南 

70 歳以上 曽我 健一 個人参加     

［１００ｍ背泳ぎ 男子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

11･12 歳 森田 和暉 福岡 SC 田山 舜晟 ベスト若宮 牛島 陸 BS 吉塚 

13･14 歳 岩本 啓太 KSG 九産大 見潮 輝気 JSS 姪浜 大庭 勇希 コナミ城南 

15～17 歳 島田林太朗 KSG 九産大 古賀 博志 東福岡 長池 龍 チクシガオカ 

［２００ｍ背泳ぎ 男子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

13･14 歳 岩本 啓太 KSG 九産大 見潮 輝気 JSS 姪浜 井料田涼仁 個人参加 

15～17 歳 島田林太朗 KSG 九産大     

 



 

 

［５０ｍ平泳ぎ 男子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

10 歳以下 藤田 斗優 はるおか原 實渕 有佑 個人参加 上村 慧悟 BS 長住 

11･12 歳 上村 晃 BS 長住 須古井大輝 ベスト若宮 前田 千空 KSG 九産大 

30～39 歳 小田 誠也 個人参加     

40～49 歳 堀 正光 福岡ムーンC 山田 稔則 個人参加   

50～59 歳 西中間 誠 コナミ城南     

60～69 歳 高島 光生 福岡ムーンC 塚野 恒久 個人参加   

70 歳以上 巻 功 個人参加     

［１００ｍ平泳ぎ 男子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

11･12 歳 須古井大輝 ベスト若宮 前田 千空 KSG 九産大 石野 大樹 ベスト橋本 

13･14 歳 松永 龍哉 ベスト橋本 津田 光輝 はるおか和白 平野 拓馬 KSG 九産大 

15～17 歳 小柳 尚輝 KSG 大橋 田森 大揮 東福岡 橋本 陸 東福岡 

［２００ｍ平泳ぎ 男子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

13･14 歳 松永 龍哉 ベスト橋本     

15～17 歳 小柳 尚輝 KSG 大橋 飼田 一世 KSG 大橋 吉留 聖弥 ベスト若宮 

［５０ｍバタフライ 男子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

10 歳以下 藤原 育大 福岡ＳＣ 小野 祐太 ＢＳ長住 野田 将吾 KSG 九産大 

11･12 歳 奥田 開登 JSS 姪浜 髙木 研人 ベスト若宮 村上 奏夢  BS 長住 

18～29 歳 日野 慎也 KSG 九産大 森 健人  JSS 姪浜 瀬戸 政崇 コナミ城南 

30～39 歳 秋山 晋一 チクシガオカ 山中 正孝 個人参加   

40～49 歳 横谷 圭一 コナミ城南 岡本 成道 BS 長住   

50～59 歳 奥野修二郎 コナミ香椎     

60～69 歳 瀬戸山英嗣 福岡ﾑｰﾝ C 荒木 素穂 福岡ﾑｰﾝ C 田中 義之 コナミ香椎 

［１００ｍバタフライ 男子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

11･12 歳 榊 大希 はるおか原 加藤 元汰 KSG 九産大 橋本 悠輝 JSS 姪浜 

13･14 歳 野田 昴佑 KSG 九産大 児玉 賢哉 JSS 姪浜 小塩 崇文 福岡 SC 

15～17 歳 大野 孝高 チクシガオカ 安井 佳山 東福岡 山内璃久亜 東福岡 

［２００ｍバタフライ 男子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

13･14 歳 高橋 祐雅 JSS 姪浜 野田 昂佑 KSG 九産大   

15～17 歳 栁場 俊亮 東福岡 小川 聖 チクシガオカ   

 

 

 



 

 

［５０ｍ自由形 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

10 歳以下 神坂 詩音 グリーン SC 田崎 彩響 福岡 SC 宮渕紗里奈 BS 長住 

11･12 歳 衛藤 愛香 KSG 九産大 沖 歩美 グリーン SC 中島 唯菜 BS 長住 

13･14 歳 星野 美穂 JSS 姪浜 西山 萌 BS 吉塚 中村優里菜 グリーン SC 

15～17 歳 今川 果奈 グリーン SC 児玉 彩夏 グリーン SC 下川 萌 チクシガオカ 

30～39 歳 小野由紀子 BS 長住 鎌田 優子 コナミ城南 春園 憲子 ソラリア SS 

40～49 歳 下山 重美 サワラ SS 園田 梓 BS 長住   

60～69 歳 吉田 照子 サワラ SS 宇田 益美 BS 長住 松尾 章子 KSG 九産大 

70 歳以上 小崎ミチエ BS 長住     

［１００ｍ自由形 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

11･12 歳 沖 歩美 グリーン SC 衛藤 愛香 KSG 九産大 松村 咲良 グリーン SC 

13･14 歳 星野 美穂 JSS 姪浜 牛島 楓 BS 吉塚 飯田 柚香 グリーン SC 

15～17 歳 今川 果奈 グリーン SC 児玉 彩夏 グリーン SC 下川 萌 チクシガオカ 

［２００ｍ自由形 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

13･14 歳 牛島 楓 BS 吉塚 飯田 柚香 グリーン SC 大西 友梨 コナミ香椎 

［５０ｍ背泳ぎ 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

10 歳以下 神坂 詩音 グリーン SC 網干 華 はるおか原 義経奈津美 BS 吉塚 

11･12 歳 大塚菜々子 KSG 九産大 田中 優生 はるおか和白 栁原 彩里 BS 吉塚 

30～39 歳 神坂 風水 個人参加     

40～49 歳 横谷 菊音 コナミ城南 池辺 正子 コナミ城南 園田 梓 BS 長住 

50～59 歳 吉田 裕子 福岡ムーンC     

60～69 歳 高村 裕子 コナミ城南 宇田 益美 BS 長住 松尾 章子 KSG 九産大 

70 歳以上 小崎ミチエ BS 長住     

［１００ｍ背泳ぎ 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

11･12 歳 大塚菜々子 KSG 九産大 栁原 彩里 BS 吉塚 田中 優生 はるおか和白 

13･14 歳 横山 琳 福岡 SC 加藤真依子 コナミ西福岡   

15～17 歳 樋野 萌 JSS 姪浜 平田 愛美 はるおか和白 白川由紀恵 チクシガオカ 

［２００ｍ背泳ぎ 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

13･14 歳 西山 萌 BS 吉塚 横山 琳 福岡 SC 加藤真依子 コナミ西福岡 

15～17 歳 樋野 萌 JSS 姪浜     

 

 

 



 

 

［５０ｍ平泳ぎ 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

10 歳以下 福島 由樹 BS 吉塚 吉田 史佳 グリーン SC 田崎 彩響 福岡 SC 

11･12 歳 栗栖 菜々 BS 吉塚 靏山 菜々 グリーン SC 吉岡 花 はるおか原 

30～39 歳 小野由紀子 BS 吉塚 春園 憲子 ソラリア SS   

40～49 歳 下山 重美 サワラ SS     

50～59 歳 三上はるみ コナミ城南 松尾 美津 コナミ城南   

60～69 歳 吉村 是香 サワラ SS     

70 歳以上 永川由美子 はるおか原     

［１００ｍ平泳ぎ 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

11･12 歳 栗栖 菜々 BS 吉塚 靏山 菜々 グリーン SC 吉岡 花 はるおか原 

13･14 歳 岩崎 莉奈 グリーン SC 和田 美月 グリーン SC 平田 奈々 はるおか原 

15～17 歳 伊藤 優真 BS 吉塚 古賀 千笑 ベスト橋本 有田 早希 チクシガオカ 

［２００ｍ平泳ぎ 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

13･14 歳 和田 美月 グリーン SC 岩崎 莉奈 グリーン SC   

15～17 歳 伊藤 優真 BS 吉塚 古賀 千笑 ベスト橋本   

［５０ｍバタフライ 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

10 歳以下 永渕 芳和 サワラ SS 福島 由樹 BS 吉塚 高橋 愛実 JSS 姪浜 

11･12 歳 池本 晴乃  JSS 姪浜 江頭南緒子 KSG 九産大 加藤 舞穂 JSS 姪浜 

30～39 歳 鎌田 優子 コナミ城南     

50～59 歳 松尾 美津 コナミ城南     

60～69 歳 金丸 暁子 サワラ SS 藤 洋子 コナミ城南   

70 歳以上 永川由美子 はるおか原 中村 敬子 サワラ SS   

［１００ｍバタフライ 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

11･12 歳 坂田 菜摘 KSG 九産大 大野 恵紅 BS 長住 加藤 舞穂 JSS 姪浜 

13･14 歳 中村優里菜 グリーン SC 唐島 里奈 はるおか原 北岡 美咲 KSG 九産大 

15～17 歳 唐島 美穂 はるおか原 津田 和音 ソラリア SS   

［２００ｍバタフライ 女子］ 

種目・種別 優勝 第２位 第３位 

13･14 歳 唐島 里奈 はるおか原 北岡 美咲 KSG 九産大 西村 美穂 ベスト若宮 

15～17 歳 唐島 美穂 はるおか原     

 


