
   
自由形 佐々木きらら 中1 山口　伊織 中2 百田　絢音 中2 横尾　利奈 中3 中原ほのか 中1 轟木　祐衣 中3 前田　優花 中1 青木きらら 中3
50m 香楠中 三日月中 嬉野中 思斉中 大和中 鳥栖中 西部中 唐津東中
決勝 28.91 28.91 29.26 29.34 29.84 30.05 31.26 31.33

(同1位)
自由形 佐々木きらら 中1 山口　伊織 中2 中原ほのか 中1 横尾　利奈 中3 百田　絢音 中2 渡邊　美空 中3 坪井　楓樺 中3 前田　優花 中1
100m 香楠中 三日月中 大和中 思斉中 嬉野中 西唐津中 鳥栖中 西部中
決勝 01:01.93 01:02.64 01:03.62 01:04.24 01:05.23 01:07.20 01:08.00 01:08.11

自由形 森田　真維 中3 於保　紫音 中1 山﨑　琴葉 中3 大岡　未空 中2 渡邊　美空 中3 坪井　楓樺 中3 山田　遥香 中3 内田　佳那 中1
200m 西部中 小城中 致遠館中 多良中 西唐津中 鳥栖中 武雄青陵中 多良中
決勝 02:15.63 02:18.07 02:18.29 02:23.48 02:26.21 02:27.93 02:29.51 02:34.89

自由形 宮﨑　彩子 中2 森田　真維 中3 枝吉　怜奈 中2 於保　紫音 中1 山﨑　琴葉 中3 大岡　未空 中2 山口　留奈 中2
400m 昭栄中 西部中 致遠館中 小城中 致遠館中 多良中 佐大附属中

タイム決勝 04:35.76 04:42.90 04:45.95 04:50.35 04:51.82 05:06.00 05:23.00

自由形 宮﨑　彩子 中2 枝吉　怜奈 中2 内村　秀風 中1
800m 昭栄中 致遠館中 成穎中
タイム決勝 09:28.28 10:13.73 11:24.91

背泳ぎ 末廣　真生 中2 髙本　彩未 中3 杉園　　憩 中2 青木うらら 中2 浦川　奈々 中3 山本　佳奈 中3 小嶋　麗夏 中1 小渕　美佳 中3
100m 城北中 鳥栖中 北茂安中 唐津東中 西唐津中 成章中 城東中 多良中
決勝 01:07.05 01:09.30 01:14.49 01:16.84 01:17.17 01:19.70 01:22.96 01:23.95

背泳ぎ 末廣　真生 中2 髙本　彩未 中3 杉園　　憩 中2 土井　祐佳 中1 浦川　奈々 中3 山本　佳奈 中3 八谷　　栞 中3 小渕　美佳 中3
200m 城北中 鳥栖中 北茂安中 唐津東中 西唐津中 成章中 城北中 多良中
決勝 02:24.09 02:28.48 02:41.21 02:42.24 02:42.29 02:48.36 02:57.98 02:59.95

平泳ぎ 福田マリア 中2 吉村　文伽 中1 塚本　愛菜 中3 上藤菜々花 中3 前田　真里 中1 一丸　結生 中2 池田　愛笑 中1 山本　　星 中1
100m 東明館中 第五中 国見中 城南中 小城中 武雄青陵中 伊万里中 多良中
決勝 01:17.26 01:19.45 01:20.58 01:21.25 01:28.26 01:31.06 01:32.09 01:32.66

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位



平泳ぎ 貞木　杏子 中2 福田マリア 中2 吉村　文伽 中1 塚本　愛菜 中3 上藤菜々花 中3 前田　真里 中1 池田　愛笑 中1 山本　　星 中1
200m 佐大附属中 東明館中 第五中 国見中 城南中 小城中 伊万里中 多良中
決勝 02:43.39 02:45.17 02:52.13 02:53.00 03:01.83 03:05.92 03:16.52 03:17.51

バタフライ 山口　　遼 中3 末永紗也佳 中3 宮原　沙來 中1 室田　薫美 中1 於保　　葵 中3 諸藤　千佳 中2 江川　瑞季 中2 梅野　華花 中1
100m 第五中 鍋島中 北茂安中 香楠中 小城中 佐志中 昭栄中 神埼中
決勝 01:08.78 01:08.80 01:11.02 01:11.10 01:11.55 01:12.93 01:13.23 01:14.04

バタフライ 於保　　葵 中3 山口　　遼 中3 末永紗也佳 中3 宮原　沙來 中1 諸藤　千佳 中2 梅野　華花 中1 江川　瑞季 中2 川原　瑞穂 中1
200m 小城中 第五中 鍋島中 北茂安中 佐志中 神埼中 昭栄中 大和中
タイム決勝 02:33.86 02:35.14 02:38.49 02:40.54 02:44.05 02:45.13 02:45.39 03:13.24

個人メドレー 貞木　杏子 中2 原口　礼奈 中3 宮城　乃安 中3 菅　　曄楠 中1 坪井　美樺 中2 土井　祐佳 中1 室田　薫美 中1 小嶋　麗夏 中1
200m 佐大附属中 大和中 北茂安中 小城中 鳥栖中 唐津東中 香楠中 城東中
決勝 02:30.50 02:34.38 02:36.50 02:36.83 02:39.24 02:40.41 02:43.33 02:55.32

個人メドレー 原口　礼奈 中3 菅　　曄楠 中1 宮城　乃安 中3 坪井　美樺 中2 池田　愛花 中3 豊富　　心 中3
400m 大和中 小城中 北茂安中 鳥栖中 有田中 牛津中
タイム決勝 05:22.59 05:29.55 05:32.28 05:36.59 05:38.56 06:20.29

リレー 鳥栖中 大和中 小城中 多良中 思斉中 城東中 鍋島中
400m 髙本　彩未 中3 中原ほのか 中1 木下　楓那 中3 内田　佳那 中1 横尾　利奈 中3 原田陽夏子 中3 寺地　璃瑠 中1
タイム決勝 坪井　美樺 中2 眞崎　　冴 中3 於保　紫音 中1 大岡　未空 中2 陣内　佑香 中2 新谷日向子 中2 花島　未来 中2

轟木　祐衣 中3 小田　彩樹 中3 菅　　曄楠 中1 山本　　星 中1 藤野　志穂 中2 小嶋　麗夏 中1 松永愛美沙 中2
坪井　楓樺 中3 原口　礼奈 中3 於保　　葵 中3 山口　香織 中3 内田　結乃 中3 岩松英里子 中2 末永紗也佳 中3

04:21.80 04:26.11 04:29.92 04:45.80 05:08.37 05:33.64 05:40.03

メドレーリレー 小城中 鳥栖中 大和中 多良中 思斉中 城東中 鍋島中
400m 於保　紫音 中1 髙本　彩未 中3 中原ほのか 中1 小渕　美佳 中3 内田　結乃 中3 新谷日向子 中2 松永愛美沙 中2
タイム決勝 菅　　曄楠 中1 坪井　楓樺 中3 原口　礼奈 中3 山本　　星 中1 志波菜奈子 中3 岩松英里子 中2 花島　未来 中2

於保　　葵 中3 坪井　美樺 中2 眞崎　　冴 中3 大岡　未空 中2 横尾　利奈 中3 小嶋　麗夏 中1 末永紗也佳 中3
木下　楓那 中3 轟木　祐衣 中3 小田　彩樹 中3 内田　佳那 中1 陣内　佑香 中2 原田陽夏子 中3 寺地　璃瑠 中1

04:57.80 05:03.31 05:04.76 05:22.43 05:48.50 06:06.30 06:23.95


