
   
自由形 大森　涼奨 中3 古川　大晴 中3 岩本　太良 中3 小國　徹也 中3 北島　綜也 中3 長田　康生 中3 加藤　律希 中3 井手　晃大 中1
50m 西唐津中 武雄中 東脊振中 塩田中 致遠館中 致遠館中 城北中 鳥栖西中
決勝 25.18 26.77 26.96 27.09 27.63 27.68 27.87 28.24

(大会新)
自由形 大森　涼奨 中3 古川　大晴 中3 加藤　律希 中3 北島　綜也 中3 友田　睦希 中2 徳田　祐星 中3 長田　康生 中3 内川　結友 中1
100m 西唐津中 武雄中 城北中 致遠館中 城北中 小城中 致遠館中 昭栄中
決勝 56.25 57.69 59.37 59.69 01:00.08 01:01.46 01:01.68 01:01.92

自由形 柳本幸之介 中1 友田　睦希 中2 宮城　瑠偉 中1 内川　結友 中1 平川　泰成 中2 大中　啓輔 中2 森田　裕也 中1 池田　優翔 中2
200m 青嶺中 城北中 北茂安中 昭栄中 塩田中 鍋島中 西部中 有田中
決勝 02:06.37 02:07.07 02:07.41 02:10.06 02:13.36 02:13.37 02:14.77 02:20.38

自由形 永野　　蒼 中1 野田　京聖 中3 柳本幸之介 中1 宮城　瑠偉 中1 日髙　哲平 中2 大中　啓輔 中2 山田　大生 中2 池田　優翔 中2
400m 昭栄中 有田中 青嶺中 北茂安中 昭栄中 鍋島中 思斉中 有田中
決勝 04:19.75 04:20.06 04:29.39 04:30.03 04:34.90 04:40.13 04:43.48 05:03.53

自由形 野田　京聖 中3 永野　　蒼 中1 日髙　哲平 中2 山田　大生 中2 力久　稜平 中3 中島　京佑 中1 太田　健心 中1
1500m 有田中 昭栄中 昭栄中 思斉中 思斉中 致遠館中 致遠館中
タイム決勝 16:48.76 Fin. 17:30.29 Fin. 17:57.67 Fin. 18:26.91 Fin. 24:20.77 Fin. 25:37.47 Fin. 28:31.30

背泳ぎ 岩本　太良 中3 小國　徹也 中3 前川　飛希 中2 秀　　祐輔 中3 筒井  大翔 中3 大塚　友稀 中2 中川　稜太 中2 松隈　寬斗 中1
100m 東脊振中 塩田中 鬼塚中 第一中 嬉野中 思斉中 北茂安中 鳥栖西中
決勝 01:04.79 01:05.81 01:07.09 01:07.59 01:08.14 01:12.46 01:15.89 01:16.82

背泳ぎ 前川　飛希 中2 秀　　祐輔 中3 筒井  大翔 中3 大塚　友稀 中2 松隈　寬斗 中1 中川　稜太 中2 田中　飛真 中1 板橋　弘道 中2
200m 鬼塚中 第一中 嬉野中 思斉中 鳥栖西中 北茂安中 田代中 昭栄中
決勝 02:24.32 02:26.71 02:30.08 02:32.93 02:40.46 02:41.82 02:45.07 02:48.99

平泳ぎ 山本　怜央 中3 飯盛　悠基 中1 森　　一真 中2 川原　佑人 中2 今泉　公晟 中2 加々良宏紀 中3 安東　駿治 中1 池田　隆人 中3
100m 北茂安中 大和中 昭栄中 北茂安中 鳥栖中 成穎中 鳥栖中 鳥栖中
決勝 01:09.20 01:11.73 01:16.14 01:16.24 01:17.03 01:17.26 01:18.87 01:18.93

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位



平泳ぎ 山本　怜央 中3 飯盛　悠基 中1 川原　佑人 中2 古川　大和 中1 加々良宏紀 中3 森　　一真 中2 篠原　大河 中2 安東　駿治 中1
200m 北茂安中 大和中 北茂安中 城南中 成穎中 昭栄中 鳥栖中 鳥栖中
決勝 02:27.57 02:34.67 02:45.05 02:46.02 02:46.16 02:48.33 02:48.63 02:48.77

バタフライ 黒田　侑希 中2 庄野　瑛大 中1 松尾　歩夢 中2 平川　泰成 中2 吉田　　陸 中2 陣内　春城 中2 永渕　　蓮 中2 首藤  鉄平 中2
100m 城東中 唐津東中 鬼塚中 塩田中 佐志中 小城中 三田川中 基里中
決勝 01:01.50 01:04.63 01:06.31 01:06.87 01:11.04 01:11.97 01:12.59 01:14.61

バタフライ 庄野　瑛大 中1 陣内　春城 中2 副島　康佑 中2 青木　　陸 中2
200m 唐津東中 小城中 大和中 鬼塚中
タイム決勝 02:27.50 02:33.69 03:19.30 03:19.61

個人メドレー 居石　錬成 中3 北島　有翔 中2 平川珠輝空 中1 永江　悠真 中3 古川　遼馬 中2 嘉村　起伸 中1 吉田　　陸 中2
200m 城西中 鍋島中 鳥栖西中 鬼塚中 大和中 城東中 佐志中
決勝 02:20.13 02:22.53 02:24.97 02:25.40 02:33.87 02:35.82 02:37.86

個人メドレー 居石　錬成 中3 北島　有翔 中2 平川珠輝空 中1 永江　悠真 中3 古川　遼馬 中2 野口　大智 中1 栗原　勇太 中2 古川　大和 中1
400m 城西中 鍋島中 鳥栖西中 鬼塚中 大和中 武雄青陵中 伊万里中 城南中
決勝 04:53.35 05:00.78 05:10.15 05:11.23 05:25.00 05:40.23 05:41.40 05:48.46

リレー 昭栄中 北茂安中 致遠館中 大和中 鬼塚中 城東中 神埼中
400m 永野　　蒼 中1 宮城　瑠偉 中1 長田　康生 中3 飯盛　悠基 中1 永江　悠真 中3 黒田　侑希 中2 奥田　澪人 中1
タイム決勝 内川　結友 中1 山本　怜央 中3 田中　玲蒔 中3 古川　遼馬 中2 松尾　歩夢 中2 堤　　智裕 中3 佐藤　大政 中1

森　　一真 中2 江口　凛汰 中2 劉　　嘉恩 中3 松隈　大輝 中3 前川　飛希 中2 小川　凌雅 中3 黒木　涼矢 中1
日髙　哲平 中2 中川　稜太 中2 北島　綜也 中3 副島　孝太 中3 青木　大輔 中2 嘉村　起伸 中1 白水　希龍 中1

04:05.3 04:10.42 04:11.88 04:13.77 04:17.10 04:20.67 05:26.30

メドレーリレー 北茂安中 鬼塚中 昭栄中 致遠館中 大和中 鍋島中
400m 中川　稜太 中2 前川　飛希 中2 日髙　哲平 中2 田中　玲蒔 中3 松隈　大輝 中3 古賀　　光 中2
タイム決勝 山本　怜央 中3 青木　大輔 中2 森　　一真 中2 劉　　嘉恩 中3 飯盛　悠基 中1 北島　有翔 中2

江口　凛汰 中2 松尾　歩夢 中2 永野　　蒼 中1 長田　康生 中3 島　　歩夢 中1 吉原　　瑠 中1
宮城　瑠偉 中1 永江　悠真 中3 内川　結友 中1 北島　綜也 中3 古川　遼馬 中2 大中　啓輔 中2

04:33.2 04:35.54 04:36.42 04:45.77 04:49.99 04:55.83


