
　令和３年度　福岡県高等学校総合体育大会水泳競技選手権大会 令和３年６月１９日（土）～６月２０日（日）
　兼　九州高等学校体育大会水泳競技大会県予選 グローバルマーケットアクアプレイス桃園（桃園市民プール）（５０ｍ・８レーン）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ８位
小倉南 福大附属若葉 小倉商業 山門 中村学園女子 香椎 小倉 福大附属若葉

池崎　心春  高1 谷口　涼菜  高2 眞﨑　朱音  高3 松藤　美希  高1 松村　帆栞  高1 黒岩　結菜  高1 小久保美咲  高2 田代　　杏  高3
 27.12  27.83  28.08  28.19  28.31  28.37  28.78  29.00

小倉南 筑紫丘 筑紫 福大附属若葉 柳川 嘉穂東 小倉商業 柳川
池崎　心春  高1 髙田　深晴  高1 小山田季未  高3 谷口　涼菜  高2 山﨑　芽衣  高3 大塚　優花  高1 眞﨑　朱音  高3 和佐　　楓  高3

 59.47  59.87  1:00.00  1:00.08  1:01.01  1:01.03  1:01.08  1:01.50
筑紫丘 九州国際大付 筑紫 柳川 柳川 福岡中央 嘉穂東 九州国際大付

髙田　深晴  高1 髙﨑　真衣  高3 神武　ゆら  高2 和佐　　楓  高3 山﨑　芽衣  高3 髙原　桜唯  高1 大塚　優花  高1 稲富いろは  高2
 2:09.51  2:09.68  2:11.44  2:12.02  2:12.65  2:12.75  2:13.94  2:15.86

福岡中央 筑紫 福大附属若葉 香住丘 福翔 美萩野女子 朝倉 筑紫女学園
髙原　桜唯  高1 神武　ゆら  高2 松本　桃果  高3 小林　紗良  高1 松田　麗加  高1 藤井　千賢  高1 渕　　歩夢  高2 河野　茉莉  高3

 4:35.21  4:36.76  4:38.52  4:39.95  4:40.06  4:42.55  4:45.38  4:46.41
福大附属若葉 福翔 香住丘 朝倉 福岡中央 筑紫女学園 香住丘 筑紫中央

松本　桃果  高3 松田　麗加  高1 小林　紗良  高1 渕　　歩夢  高2 栗下　愛梨  高3 河野　茉莉  高3 小間　　遥  高2 上田　陽菜  高3
 9:31.56  9:36.98  9:40.51  9:46.91  9:52.23  9:56.55  9:56.71  10:09.03

福岡中央 福大附属若葉 東筑紫学園 京都 新宮 福大附属若葉 輝翔館 八幡中央
岩崎　瑞生  高2 坂牧　碧衣  高3 亀井琉以奈  高3 梅木みのり  高3 永山　　葵  高3 定直八重子  高1 矢加部祐茉  高1 江崎千代香  高2

 32.06  32.58  32.81  32.97  33.32  33.38  33.41  34.59
福大附属若葉 福大附属若葉 福大附属若葉 福岡中央 筑紫中央 九産大九州 小倉南 筑紫丘

森田　眞心  高2 三村はるな  高2 前田　胡実  高2 岩崎　瑞生  高2 堀内　胡良  高2 高田　真緒  高1 石田　優奈  高2 岩本　郁香  高1
 1:04.52  1:05.33  1:07.29  1:09.58  1:10.17  1:10.76  1:10.83  1:10.92

福大附属若葉 福大附属若葉 筑紫中央 福大附属若葉 小倉南 筑紫台 北九州高専 九産大九州
森田　眞心  高2 三村はるな  高2 堀内　胡良  高2 前田　胡実  高2 石田　優奈  高2 花田　　咲  高2 長明佳里奈  高2 高田　真緒  高1

 2:20.55  2:24.16  2:28.87  2:28.93  2:31.87  2:34.68  2:36.13  2:38.08
福岡女学院 福翔 福大附属若葉 筑紫中央 福岡講倫館 鞍手 武蔵台 香住丘

福井　乙希  高3 敷島　一美  高3 佐々木晴菜  高3 本村　はな  高3 吉浦　　綾  高3 武田　衣都  高2 堀井　涼叶  高1 清水　優那  高3
 35.48  35.83  36.41  36.48  36.56  38.17  38.30  39.34

筑紫中央 福大附属若葉 福大附属若葉 東筑 嘉穂 福大附属若葉 福岡 福大大濠
熊川　菜穂  高2 青木　麗奈  高1 高木　陽菜  高2 林　　杏純  高3 真鍋　志穂  高3 平尾　　楓  高3 今針山菜々  高1 岡本　悠花  高1

 1:11.52  1:13.74  1:14.28  1:16.72  1:17.41  1:17.87  1:18.57  1:18.98
筑紫中央 東筑 福大附属若葉 嘉穂 福大附属若葉 福大附属若葉 福岡 武蔵台

熊川　菜穂  高2 林　　杏純  高3 佐々木晴菜  高3 真鍋　志穂  高3 高木　陽菜  高2 青木　麗奈  高1 今針山菜々  高1 野口　舞衣  高1
 2:36.01  2:40.82  2:41.18  2:41.97  2:42.93  2:42.96  2:48.65  2:52.16

城南 福岡中央 嘉穂 玄界 筑紫丘 宇美商業 筑紫女学園 福大附属若葉
堺　　桃華  高3 築地　咲花  高2 藤中　汐音  高3 小野尾　遥  高3 岸　　暁音  高3 井上　桃花  高1 石本　蒼依  高1 井上　桔花  高1

 29.35  30.24  30.39  30.70  31.76  31.99  32.04  32.41
福大附属若葉 九州国際大付 城南 城南 城南 大牟田 香椎工業 筑紫

牟田　　楓  高1 髙﨑　真衣  高3 外尾　　翠  高3 堺　　桃華  高3 小江佳穂美  高2 大里　妃依  高1 宮崎　藍衣  高1 小山田季未  高3
大会新 1:01.33  1:02.44  1:04.37  1:04.84  1:06.28  1:06.50  1:08.03  1:08.96

福大附属若葉 城南 大牟田 城南 三潴 福大附属若葉 福大附属若葉 東海福岡
牟田　　楓  高1 外尾　　翠  高3 大里　妃依  高1 小江佳穂美  高2 加藤　弥子  高3 田代華奈子  高1 平井　玲名  高1 野中　琴音  高1

 2:18.53  2:22.86  2:23.87  2:25.78  2:27.67  2:35.25  2:36.72  2:38.46
修猷館 福大附属若葉 福大附属若葉 小倉東 中村学園女子 大牟田 福大附属若葉 修猷館

宮嶋ほまれ  高1 平尾　　楓  高3 坂田侑賀子  高2 絹川　唯花  高2 小野日菜子  高3 中原　優希  高3 坂牧　碧衣  高3 後藤　美咲  高1
 2:19.56  2:22.55  2:29.20  2:32.43  2:35.11  2:35.74  2:37.87  2:38.43

修猷館 福大附属若葉 中村学園女子 修猷館 嘉穂 朝倉 自由ケ丘 修猷館
宮嶋ほまれ  高1 坂田侑賀子  高2 小野日菜子  高3 後藤　美咲  高1 川波さくら  高1 辻　　門笑  高3 関　　小夏  高2 権藤　　葵  高1

 4:58.39  5:06.60  5:24.79  5:42.64  5:45.19  5:52.01  5:52.96  5:57.33
福大附属若葉 筑紫 香住丘 福岡中央 筑紫丘 朝倉 修猷館 筑紫中央

三村はるな  高2 神武　ゆら  高2 小林　紗良  高1 築地　咲花  高2 髙田　深晴  高1 渕　　歩夢  高2 宮嶋ほまれ  高1 上田　陽菜  高3
牟田　　楓  高1 池田　紗雪  高1 長澤　真帆  高2 栗下　愛梨  高3 岩本　郁香  高1 辻　　門笑  高3 住田　夏希  高2 三野　晴菜  高2
前田　胡実  高2 髙野　麗安  高1 小間　　遥  高2 岩崎　瑞生  高2 岸　　暁音  高3 矢野　美遥  高3 権藤　　葵  高1 堀内　胡良  高2
森田　眞心  高2 小山田季未  高3 澤邉　花音  高3 髙原　桜唯  高1 春日　那央  高1 安岡　真子  高3 後藤　美咲  高1 細藤　小遥  高3

 3:58.04  4:09.84  4:16.66  4:18.84  4:19.45  4:19.52  4:22.97  4:23.16
福大附属若葉 筑紫 香住丘 福岡中央 筑紫丘 筑紫中央 朝倉 修猷館

森田　眞心  高2 神武　ゆら  高2 小林　紗良  高1 髙原　桜唯  高1 髙田　深晴  高1 矢野　百夏  高2 矢野　美遥  高3 権藤　　葵  高1
牟田　　楓  高1 池田　紗雪  高1 小間　　遥  高2 築地　咲花  高2 岩本　郁香  高1 上田　陽菜  高3 辻　　門笑  高3 住田　夏希  高2
三村はるな  高2 髙野　麗安  高1 長澤　真帆  高2 岩崎　瑞生  高2 岸　　暁音  高3 細藤　小遥  高3 安岡　真子  高3 後藤　美咲  高1
松本　桃果  高3 小山田季未  高3 澤邉　花音  高3 栗下　愛梨  高3 春日　那央  高1 熊川　菜穂  高2 渕　　歩夢  高2 宮嶋ほまれ  高1

 8:46.27  9:08.30  9:16.11  9:19.60  9:33.31  9:35.61  9:37.00  9:39.42
福大附属若葉 筑紫中央 筑紫丘 嘉穂 宇美商業 香住丘 筑紫 三潴

三村はるな  高2 堀内　胡良  高2 岩本　郁香  高1 川波さくら  高1 仮屋　陽南  高1 小間　　遥  高2 池田　紗雪  高1 石河　千夏  高2
高木　陽菜  高2 熊川　菜穂  高2 髙田　深晴  高1 真鍋　志穂  高3 原田　里菜  高3 清水　優那  高3 的場　葉月  高1 岩永　涼那  高1
牟田　　楓  高1 本村　はな  高3 岸　　暁音  高3 藤中　汐音  高3 井上　桃花  高1 澤邉　花音  高3 髙野　麗安  高1 加藤　弥子  高3
森田　眞心  高2 三野　晴菜  高2 春日　那央  高1 吉﨑　美桜  高1 松井志央理  高2 小林　紗良  高1 神武　ゆら  高2 赤間　美紅  高2

 4:20.68  4:37.52  4:50.97  4:51.61  4:53.02  4:55.69  4:56.04  4:58.00
福大附属若葉 福岡中央 筑紫中央 筑紫 筑紫丘 香住丘 城南 修猷館 嘉穂 （同点8位）
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