
　令和４年度　福岡県高等学校新人選手権水泳競技大会 令和４年８月２７日（土）～８月２８日（日）
　兼　（末弘杯）全九州高等学校選手権新人水泳競技大会予選会 グローバルマーケットアクアパーク桃園（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
九産大付九州 小倉南 東筑紫学園 山門 中村学園女子 筑紫女学園 香椎 九産大付九州

廣光　恵奈  高1 池崎　心春  高2 髙平　亜美  高1 松藤　美希  高2 松村　帆栞  高2 桑原わかば  高1 黒岩　結菜  高2 大和　心彩  高2
 26.91  27.34  28.20  28.22  28.25  28.63  28.66  28.68

小倉南 九産大付九州 嘉穂東 九産大付九州 山門 東筑紫学園 八女 中村学園女子
池崎　心春  高2 廣光　恵奈  高1 大塚　優花  高2 大和　心彩  高2 松藤　美希  高2 髙平　亜美  高1 入江　心那  高1 松村　帆栞  高2
大会新 58.10 大会新 58.18  1:01.18  1:01.38  1:01.53  1:01.57  1:01.75  1:02.20

筑紫丘 三潴 九産大付九州 嘉穂東 八幡中央 香住丘 香住丘 福翔
髙田　深晴  高2 生方　陽菜  高1 廣光　明奈  高1 大塚　優花  高2 大迫　美乃  高1 小林　紗良  高2 辻　　桃香  高1 松田　麗加  高2

 2:06.52  2:08.76  2:08.85  2:11.75  2:13.23  2:13.33  2:13.58  2:15.38
福岡中央 三潴 中村学園女子 九産大付九州 香住丘 福翔 武蔵台 福大附属若葉

髙原　桜唯  高2 生方　陽菜  高1 山本　美苗  高1 廣光　明奈  高1 小林　紗良  高2 松田　麗加  高2 米満　優香  高1 西詰　歩未  高2
 4:31.52  4:33.88  4:37.51  4:39.59  4:40.50  4:47.57  4:47.64  4:49.83

輝翔館 小倉西 福岡中央 城南 福岡中央 宇美商業 修猷館 嘉穂
矢加部祐茉  高2 三宮　結奈  高1 奥村　美羽  高1 衛藤　穂実  高2 三﨑　朱莉  高1 仮屋　陽南  高2 青木結衣子  高2 藤中　心音  高2

 32.22  32.98  33.29  33.55  34.27  34.85  35.15  35.36
香住丘 九産大付九州 福翔 三潴 小倉西 輝翔館 福岡中央 城南

栗原　円佳  高1 高田　真緒  高2 多々良愛海  高2 山田　美優  高1 三宮　結奈  高1 矢加部祐茉  高2 奥村　美羽  高1 衛藤　穂実  高2
 1:07.59  1:09.09  1:10.07  1:11.04  1:11.25  1:12.12  1:12.16  1:12.47

香住丘 九産大付九州 三潴 三潴 朝倉東 久留米信愛 筑紫 九産大付九州
栗原　円佳  高1 高田　真緒  高2 山田　美優  高1 緒方　　桜  高1 井上　　希  高2 池田　美桜  高1 久保田眞央  高2 甲斐　桜花  高2

 2:25.59  2:25.95  2:31.52  2:31.94  2:37.17  2:40.52  2:44.36  2:45.51
福大附属若葉 玄界 福岡 東筑 福大附属大濠 筑陽学園 東筑 東筑

青木　麗奈  高2 河村　杏萌  高1 今針山菜々  高2 松本　実音  高1 岡本　悠花  高2 福井　明莉  高1 三好　莉央  高2 安田　遥香  高1
大会新 32.86  34.83  35.21  36.37  36.64  37.12  37.18  37.38

修猷館 福大附属若葉 九産大付九州 筑紫中央 玄界 福大附属大濠 武蔵台 東筑
宮嶋ほまれ  高2 青木　麗奈  高2 橋本　夢華  高1 細藤　陽依  高1 河村　杏萌  高1 三木瑠々花  高2 野口　舞衣  高2 三好　莉央  高2

 1:12.70  1:12.75  1:13.56  1:17.07  1:18.71  1:19.94  1:20.05  1:20.07
筑紫中央 九産大付九州 福岡 武蔵台 福大附属大濠 筑陽学園 三潴 八女

細藤　陽依  高1 橋本　夢華  高1 今針山菜々  高2 野口　舞衣  高2 三木瑠々花  高2 國武ひなた  高2 酒井　和奏  高1 青木　　遥  高2
 2:39.38  2:39.54  2:40.87  2:48.38  2:50.64  2:55.67  3:01.02  3:07.63

福大附属若葉 柳川 九産大付九産 福大附属若葉 修猷館 嘉穂東 青豊 北筑
牟田　　楓  高2 新開　美颯  高1 福富　志真  高1 平井　玲名  高2 後藤　美咲  高2 秋枝　　叶  高1 玉井江利花  高1 山下　若菜  高2
大会新 27.89  28.97 同着2位 28.97  29.94  30.57  31.14  31.31  31.44

福大附属若葉 九産大付九産 筑紫丘 柳川 福大附属若葉 嘉穂東 香椎工業 東筑
牟田　　楓  高2 福富　志真  高1 髙田　深晴  高2 新開　美颯  高1 田代華奈子  高2 秋枝　　叶  高1 宮崎　藍衣  高2 林　　茉世  高1

 1:01.53  1:03.08  1:03.91  1:04.65  1:08.06  1:08.66  1:08.88  1:09.04
大牟田 福大附属若葉 香椎工業 東海福岡 宇美商業

大里　妃依  高2 田代華奈子  高2 宮崎　藍衣  高2 野中　琴音  高2 長末　夏海  高1
 2:25.85  2:31.76  2:36.33  2:36.41  2:41.65    

中村学園女子 香住丘 福大附属若葉 大牟田 修猷館 三潴 筑紫丘 八幡中央
宮原　　淑  高1 辻　　桃香  高1 平井　玲名  高2 大里　妃依  高2 後藤　美咲  高2 岩永　涼那  高2 岩本　郁香  高2 大迫　美乃  高1

 2:26.78  2:29.60  2:29.78  2:32.14  2:35.51  2:36.24  2:36.46  2:37.29
修猷館 福岡中央 中村学園女子 東筑 三潴 筑紫丘 嘉穂

宮嶋ほまれ  高2 髙原　桜唯  高2 宮原　　淑  高1 林　　茉世  高1 岩永　涼那  高2 岩本　郁香  高2 川波さくら  高2
 4:58.86  5:11.45  5:16.07  5:23.35  5:31.68  5:31.70  5:41.44  

九産大付九州 福大附属若葉 三潴 香住丘 修猷館 筑紫 福岡中央 筑紫中央
廣光　恵奈  高1 青木　麗奈  高2 生方　陽菜  高1 小林　紗良  高2 住田　希実  高1 池田　紗雪  高2 三﨑　朱莉  高1 坂田　琉夏  高1
廣光　明奈  高1 牟田　　楓  高2 緒方　　桜  高1 栗原　円佳  高1 権藤　　葵  高2 ﾋﾟｯﾌﾟｻﾞｯｸ絢子  高1 髙原　桜唯  高2 中山　陽奈  高2
橋本　夢華  高1 平井　玲名  高2 山田　美優  高1 大釜　綾乃  高2 後藤　美咲  高2 中山　咲季  高1 奥村　美羽  高1 伊藤　智咲  高1
高田　真緒  高2 西詰　歩未  高2 岩永　涼那  高2 辻　　桃香  高1 宮嶋ほまれ  高2 髙野　麗安  高2 大隈　千颯  高2 芳野　　楓  高1

 4:00.80  4:02.80  4:15.32  4:16.32  4:18.18  4:24.78  4:25.37  4:25.96
福大附属若葉 九産大付九州 香住丘 三潴 修猷館 東筑 福岡中央 筑紫

牟田　　楓  高2 廣光　明奈  高1 栗原　円佳  高1 山田　美優  高1 青木結衣子  高2 松永菜々華  高2 髙原　桜唯  高2 久保田眞央  高2
青木　麗奈  高2 橋本　夢華  高1 辻　　桃香  高1 岩永　涼那  高2 宮嶋ほまれ  高2 三好　莉央  高2 大隈　千颯  高2 ﾋﾟｯﾌﾟｻﾞｯｸ絢子  高1
平井　玲名  高2 廣光　恵奈  高1 小林　紗良  高2 生方　陽菜  高1 権藤　　葵  高2 林　　茉世  高1 奥村　美羽  高1 池田　紗雪  高2
定直八重子  高2 大和　心彩  高2 吉村　百璃  高2 緒方　　桜  高1 後藤　美咲  高2 松本　実音  高1 三﨑　朱莉  高1 髙野　麗安  高2

 4:23.54  4:30.33  4:44.58  4:48.62  4:48.68  4:52.91  4:57.19  4:59.65
九産大付九州 福大附属若葉 三潴 香住丘 修猷館 福岡中央 中村学園女子 東筑
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