
2021年度　全九州高等学校体育大会                       男子成績一覧表 

2021/07/17 ～ 2021/07/19

会場  鴨池公園水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 森山　　遼 高3 小山　陽翔 高3 竹野　友貴 高3 木山　　宝 高3 寺川琉之介 高1 冨野　陽輝 高2 本渡　星宇 高1 渡辺　健士 高2

50m 長崎南山 東福岡 瓊浦 唐津商業 武雄 育徳館 鹿児島 戸畑

決勝 23.21 23.31 23.48 23.54 24.07 24.24 24.30 24.31

(大会新) (大会新)

自由形 小山　陽翔 高3 原　　空輝 高3 森山　　遼 高3 島末　匠真 高1 竹野　友貴 高3 沓掛　修也 高3 高松　賢志 高3 宮田幸生羅 高1

100m 東福岡 東福岡 長崎南山 大分雄城台 瓊浦 大分雄城台 東福岡 別府翔青

決勝 50.54 50.81 51.62 52.06 52.55 52.67 52.98 53.45

自由形 原　　空輝 高3 永岡　　祥 高3 沓掛　修也 高3 岩田　優雅 高3 高松　賢志 高3 宮﨑　珀弥 高1 米山　和博 高3 山口　汰介 高2

200m 東福岡 常磐 大分雄城台 大分雄城台 東福岡 鹿児島 国分 宮崎南

決勝 1:51.51 1:53.97 1:54.28 1:55.11 1:55.55 1:55.58 1:55.64 1:57.03

自由形 仲光　陸遥 高1 永岡　　祥 高3 久保田心愛 高1 佐和田歩夢 高2 諸熊　雄大 高2 岩田　優雅 高3 小串　爽太 高3 牟田　弘樹 高3

400m 九州学院 常磐 東福岡 那覇 東福岡 大分雄城台 九州文化学園 九産大九州

決勝 4:00.02 4:01.80 4:02.65 4:04.62 4:06.86 4:07.02 4:08.17 4:09.35

自由形 仲光　陸遥 高1 吉村　和真 高3 諸熊　雄大 高2 中野　椋太 高2 中原　脩玖 高3 工藤　愛斗 高3 吉村　真都 高2 森田　裕也 高3

1500m 九州学院 佐世保南 東福岡 三潴 佐世保南 ルーテル学院 ルーテル学院 佐賀学園

決勝 15:36.07 Fin. 16:11.48 Fin. 16:13.55 Fin. 16:16.40 Fin. 16:25.42 Fin. 16:27.41 Fin. 16:36.17 Fin. 16:46.85 Fin.

(大会新)

 8:18.51 800  8:36.73 800  8:39.98 800  8:37.64 800  8:44.77 800  8:46.57 800  8:47.01 800  8:57.45 800

背泳ぎ 竹原　秀一 高2 西小野皓大 高3 寺川琉之介 高1 渡辺　健士 高2 狩又　俊介 高3 森本　勇気 高2 占部　翔吾 高2 橋口　天晴 高3

100m 東福岡 鹿児島情報 武雄 戸畑 東福岡 九州学院 大分雄城台 長崎南山

決勝 55.42 56.24 56.76 58.24 58.98 59.44 59.60 59.64

(大会新) (大会新) (大会新)

背泳ぎ 竹原　秀一 高2 西小野皓大 高3 狩又　俊介 高3 壹岐　　航 高1 平岡　由基 高3 森本　勇気 高2 原　　太造 高2 橋口　天晴 高3

200m 東福岡 鹿児島情報 東福岡 大牟田 九産大九州 九州学院 三潴 長崎南山

決勝 1:58.03 1:59.63 2:06.82 2:07.54 2:08.02 2:08.10 2:08.44 2:08.89

(大会新) (大会新)

平泳ぎ 池﨑　勇真 高3 高橋　　功 高1 江藤　　忍 高2 森田　敏正 高2 相馬　海翔 高3 坂本淳之介 高3 飯盛　悠基 高3 豊川　靖也 高3

100m 大分雄城台 別府翔青 東福岡 佐賀商業 大分豊府 福大附属若葉 佐賀学園 別府翔青

決勝 1:03.42 1:03.49 1:03.95 1:04.66 1:04.74 1:04.77 1:04.83 1:05.07

平泳ぎ 高橋　　功 高1 池﨑　勇真 高3 江藤　　忍 高2 相馬　海翔 高3 坂本淳之介 高3 鵜池　真雅 高3 出口　雄騎 高3 飯盛　悠基 高3

200m 別府翔青 大分雄城台 東福岡 大分豊府 福大附属若葉 東福岡 東福岡 佐賀学園

決勝 2:13.81 2:15.36 2:16.40 2:18.51 2:19.05 2:19.18 2:20.65 2:21.45
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2021年度　全九州高等学校体育大会                       男子成績一覧表 

2021/07/17 ～ 2021/07/19

会場  鴨池公園水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 入江　崇也 高2 新開　誠也 高2 萬燈　祐仁 高2 衛藤　　隼 高3 岩切　斗吾 高3 伊東　　翼 高3 浦田　莉弥 高2 大城　渉星 高2

100m 佐伯鶴城 鹿児島情報 福大附属若葉 ルーテル学院 鹿児島情報 常磐 大牟田 那覇

決勝 53.52 53.83 55.00 55.64 55.80 55.81 56.04 56.32

(大会新) (大会新)

バタフライ 新開　誠也 高2 入江　崇也 高2 引地　元気 高2 若林　優一 高3 井手　　葵 高1 仮屋　祐志 高3 浦田　莉弥 高2 中川　大夢 高2

200m 鹿児島情報 佐伯鶴城 東福岡 津久見 九州学院 鹿児島情報 大牟田 九州学院

決勝 1:57.93 1:58.31 2:03.10 2:04.27 2:04.59 2:06.75 2:07.30 2:08.00

(大会新) (大会新)

個人メドレー 今村　　翼 高3 近藤　歩輝 高2 佐々木　快 高3 待鳥堅太郎 高2 吉村　和真 高3 本山　貴大 高3 米田　光貴 高2 濵崎颯一郎 高1

200m 柳川 東福岡 甲南 宮崎日大 佐世保南 国分 宮崎大宮 長崎北

決勝 2:07.66 2:08.89 2:09.05 2:09.72 2:11.79 2:11.91 2:11.99 2:12.54

個人メドレー 引地　元気 高2 今村　　翼 高3 佐々木　快 高3 近藤　歩輝 高2 待鳥堅太郎 高2 濱田　拓海 高3 米田　光貴 高2 前田　悠翔 高1

400m 東福岡 柳川 甲南 東福岡 宮崎日大 修猷館 宮崎大宮 東福岡

決勝 4:27.07 4:28.14 4:34.44 4:36.64 4:38.76 4:39.42 4:44.24 4:45.34

リレー 東福岡 高 鹿児島情報 高 大分雄城台 高 九州学院 高 別府翔青 高 長崎南山 高 佐賀商業 高 ルーテル学院 高

400m 小山　陽翔 高3 橋口晶太郎 高3 島末　匠真 高1 森本　勇気 高2 宮田幸生羅 高1 谷口　　諒 高2 嘉村　起努 高1 井上　光聖 高2

タイム決勝 竹原　秀一 高2 西小野皓大 高3 岩田　優雅 高3 中川　大夢 高2 豊川　靖也 高3 平田英太郎 高3 森田　敏正 高2 衛藤　　隼 高3

高松　賢志 高3 岩切　斗吾 高3 占部　翔吾 高2 津地　佑輔 高1 永瀬　芽吹 高1 松尾　拓海 高3 末永　拓巳 高2 森永　里久 高2

原　　空輝 高3 新開　誠也 高2 沓掛　修也 高3 若杉　拓翔 高2 高橋　　功 高1 森山　　遼 高3 久我　翔星 高2 松永　龍士 高3

3:26.29 Fin. 3:26.50 Fin. 3:31.60 Fin. 3:36.14 Fin. 3:37.00 Fin. 3:37.46 Fin. 3:37.62 Fin. 3:37.93 Fin.

(大会新) (大会新)

   50.94 1st.    53.12 1st.    52.87 1st.    52.35 1st.    53.33 1st.    54.72 1st.    55.04 1st.    53.40 1st.

リレー 東福岡 高 鹿児島情報 高 大分雄城台 高 九州学院 高 ルーテル学院 高 那覇 高 鎮西 高 佐賀商業 高

800m 原　　空輝 高3 新開　誠也 高2 岩田　優雅 高3 森本　勇気 高2 森永　里久 高2 佐和田歩夢 高2 本田　大士 高2 嘉村　起努 高1

タイム決勝 竹原　秀一 高2 岩切　斗吾 高3 島末　匠真 高1 若杉　拓翔 高2 江尻　琉吾 高1 池間　琉斗 高1 山部　龍聖 高2 久我　翔星 高2

高松　賢志 高3 橋口晶太郎 高3 安倍　一稀 高2 仲光　陸遥 高1 井上　光聖 高2 照屋　規翔 高2 増田　一陽 高2 副島　翔悠 高1

小山　陽翔 高3 西小野皓大 高3 沓掛　修也 高3 中川　大夢 高2 工藤　愛斗 高3 大城　渉星 高2 山田　匠海 高2 河上　　慶 高3

7:34.46 Fin. 7:35.97 Fin. 7:45.78 Fin. 7:47.01 Fin. 7:56.84 Fin. 8:03.63 Fin. 8:07.43 Fin. 8:07.60 Fin.

 1:52.01 1st.  1:51.08 1st.  1:56.64 1st.  1:54.96 1st.  1:58.13 1st.  1:58.30 1st.  2:00.57 1st.  2:02.29 1st.
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2021年度　全九州高等学校体育大会                       男子成績一覧表 

2021/07/17 ～ 2021/07/19

会場  鴨池公園水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

メドレーリレー 東福岡 高 鹿児島情報 高 大分雄城台 高 長崎南山 高 佐賀商業 高 九州学院 高 九産大九州 高 ルーテル学院 高

400m 竹原　秀一 高2 西小野皓大 高3 占部　翔吾 高2 橋口　天晴 高3 末永　拓巳 高2 森本　勇気 高2 平岡　由基 高3 井上　光聖 高2

タイム決勝 出口　雄騎 高3 新福　大地 高2 池﨑　勇真 高3 山口　楓芽 高3 森田　敏正 高2 浦中　康生 高2 白井　佑弥 高3 山口　太暉 高2

原　　空輝 高3 新開　誠也 高2 安倍　一稀 高2 谷口　　諒 高2 井手　晃大 高3 大久保和温 高1 牟田　弘樹 高3 衛藤　　隼 高3

小山　陽翔 高3 橋口晶太郎 高3 島末　匠真 高1 森山　　遼 高3 久我　翔星 高2 若杉　拓翔 高2 岡部　眞宜 高2 森永　里久 高2

3:45.30 Fin. 3:48.57 Fin. 3:52.36 Fin. 3:55.23 Fin. 3:56.22 Fin. 3:57.14 Fin. 3:58.01 Fin. 3:59.29 Fin.

(大会新)

   55.69 1st.    56.32 1st.    59.98 1st.    59.10 1st.  1:00.00 1st.    59.39 1st.    59.71 1st.  1:01.96 1st.

(大会新) 1st. (大会新) 1st.
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2021年度　全九州高等学校体育大会                       女子成績一覧表 

2021/07/17 ～ 2021/07/19

会場  鴨池公園水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 仲田　　葵 高3 有村　咲希 高3 池崎　心春 高1 山中　すず 高2 谷口　涼菜 高2 吉野　伶望 高2 山内　稀月 高3 高妻　亜依 高2

50m 諫早商業 鹿児島情報 小倉南 中津南 福大附属若葉 宮崎商業 浦添 八代白百合

決勝 26.70 26.72 27.08 27.12 27.15 27.33 27.42 27.46

自由形 有村　咲希 高3 小山田季未 高3 山中　すず 高2 髙森　愛子 高2 池崎　心春 高1 髙田　深晴 高1 谷口　涼菜 高2 高妻　亜依 高2

100m 鹿児島情報 筑紫 中津南 城北 小倉南 筑紫丘 福大附属若葉 八代白百合

決勝 58.04 58.72 58.84 58.92 59.00 59.37 59.94 1:00.06

自由形 立山　青葉 高3 髙田　深晴 高1 髙森　愛子 高2 髙原　桜唯 高1 髙﨑　真衣 高3 永野　結笑 高1 大塚　優花 高1 川村妃奈乃 高1

200m 大分雄城台 筑紫丘 城北 福岡中央 九州国際大付 九州学院 嘉穂東 鹿児島情報

決勝 2:06.51 2:07.38 2:08.27 2:09.17 2:09.42 2:09.42 2:09.99 2:10.12

(同5位)

自由形 瀬津菜々美 高2 立山　青葉 高3 橋本　希美 高2 於保　紫音 高3 髙原　桜唯 高1 永野　結笑 高1 小串　優佳 高1 山田　春音 高2

400m 九州学院 大分雄城台 九州学院 佐賀学園 福岡中央 九州学院 九州文化学園 佐賀学園

決勝 4:23.66 4:28.20 4:29.55 4:29.75 4:30.04 4:33.27 4:33.46 4:37.09

自由形 瀬津菜々美 高2 橋本　希美 高2 於保　紫音 高3 小串　優佳 高1 松本　桃果 高3 小林　紗良 高1 木下　美咲 高2 玉城　夏祈 高3

800m 九州学院 九州学院 佐賀学園 九州文化学園 福大附属若葉 香住丘 ルーテル学院 那覇

決勝 8:57.36 9:11.49 9:11.52 9:24.49 9:31.38 9:33.23 9:34.61 9:35.69

背泳ぎ 森田　眞心 高2 三村はるな 高2 岡﨑　万智 高3 児玉　沙穂 高3 西柳　　凜 高2 前田　胡実 高2 奥村くらら 高1 上野　琴音 高3

100m 福大附属若葉 福大附属若葉 九州学院 宮崎日大 鹿屋女子 福大附属若葉 九州学院 ルーテル学院

決勝 1:02.98 1:04.96 1:05.39 1:06.16 1:06.64 1:06.93 1:07.38 1:07.99

背泳ぎ 森田　眞心 高2 山下ひなた 高3 岡﨑　万智 高3 児玉　沙穂 高3 三村はるな 高2 西柳　　凜 高2 奥村くらら 高1 堀内　胡良 高2

200m 福大附属若葉 甲南 九州学院 宮崎日大 福大附属若葉 鹿屋女子 九州学院 筑紫中央

決勝 2:15.50 2:15.71 2:17.78 2:21.18 2:21.56 2:26.22 2:26.23 2:27.04

平泳ぎ 熊川　菜穂 高2 小関　　葵 高3 平尾　　楓 高3 星原　花音 高3 青木　麗奈 高1 堀田　紗弥 高1 高木　陽菜 高2 仮屋　透子 高3

100m 筑紫中央 青雲 福大附属若葉 鎮西 福大附属若葉 ルーテル学院 福大附属若葉 鹿児島

決勝 1:11.54 1:12.17 1:13.03 1:13.09 1:13.86 1:14.92 1:15.07 1:15.32

平泳ぎ 小関　　葵 高3 星原　花音 高3 熊川　菜穂 高2 今針山菜々 高1 真鍋　志穂 高3 林　　杏純 高3 青木　麗奈 高1 高木　陽菜 高2

200m 青雲 鎮西 筑紫中央 福岡 嘉穂 東筑 福大附属若葉 福大附属若葉

決勝 2:36.51 2:36.96 2:37.07 2:39.62 2:40.31 2:40.61 2:40.95 2:42.37

バタフライ 後野　真衣 高3 牟田　　楓 高1 仲田　　葵 高3 髙﨑　真衣 高3 高橋ハナコ 高2 長森　流楓 高2 小山田季未 高3 牛島　未空 高3

100m 加世田 福大附属若葉 諫早商業 九州国際大付 宮崎日大 九州学院 筑紫 城北

決勝 59.97 1:00.94 1:00.94 1:01.93 1:01.94 1:02.36 1:03.17 1:03.63

(大会新) (同2位)
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2021年度　全九州高等学校体育大会                       女子成績一覧表 

2021/07/17 ～ 2021/07/19

会場  鴨池公園水泳プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 後野　真衣 高3 長森　流楓 高2 高橋ハナコ 高2 牟田　　楓 高1 上田　麻琴 高3 牛島　未空 高3 外尾　　翠 高3 吉田　　暖 高3

200m 加世田 九州学院 宮崎日大 福大附属若葉 ルーテル学院 城北 城南 中津南

決勝 2:11.01 2:13.93 2:13.95 2:16.16 2:22.58 2:22.70 2:24.10 2:26.69

(大会新)

個人メドレー 宮嶋ほまれ 高1 平尾　　楓 高3 楳木　麻央 高3 上野　琴音 高3 坂田侑賀子 高2 早﨑　愛莉 高1 山川　響暉 高2 下条　樹希 高2

200m 修猷館 福大附属若葉 別府鶴見丘 ルーテル学院 福大附属若葉 鹿児島 大分雄城台 九州文化学園

決勝 2:20.06 2:20.97 2:24.12 2:25.00 2:26.34 2:26.42 2:27.39 2:28.53

個人メドレー 山下ひなた 高3 宮嶋ほまれ 高1 榎田　礼花 高2 早﨑　愛莉 高1 山川　響暉 高2 坂田侑賀子 高2 代々あかり 高3 菅　　曄楠 高3

400m 甲南 修猷館 鹿児島情報 鹿児島 大分雄城台 福大附属若葉 熊本西 多久

決勝 4:50.54 4:56.78 5:00.26 5:06.77 5:06.82 5:10.40 5:12.15 5:12.19

リレー 福大附属若葉 高 九州学院 高 鹿児島情報 高 ルーテル学院 高 筑紫 高 鹿児島 高 甲南 高 九州文化学園 高

400m 三村はるな 高2 永野　結笑 高1 川村妃奈乃 高1 上野　琴音 高3 小山田季未 高3 末永　愛月 高1 山下ひなた 高3 榎並　　蘭 高1

タイム決勝 牟田　　楓 高1 瀬津菜々美 高2 有村　咲希 高3 上田　麻琴 高3 神武　ゆら 高2 黒木梨々夏 高3 鎌田すみれ 高3 鉾屋　綾菜 高3

谷口　涼菜 高2 長森　流楓 高2 池ノ上綾乃 高2 堺　　茜恋 高1 髙野　麗安 高1 森　　夢生 高2 酒匂　春奈 高3 伊藤　叶優 高2

森田　眞心 高2 岡﨑　万智 高3 榎田　礼花 高2 木下　美咲 高2 池田　紗雪 高1 片岡　ミミ 高2 詫摩さくら 高3 小澤　侑莉 高2

3:56.53 Fin. 4:01.35 Fin. 4:01.55 Fin. 4:05.35 Fin. 4:08.74 Fin. 4:13.70 Fin. 4:14.81 Fin. 4:15.95 Fin.

   59.02 1st.  1:01.62 1st.  1:00.56 1st.  1:00.23 1st.    58.73 1st.  1:03.61 1st.    58.70 1st.  1:01.78 1st.

リレー 九州学院 高 鹿児島情報 高 ルーテル学院 高 福大附属若葉 高 宮崎日大 高 佐賀学園 高 福岡中央 高 那覇 高

800m 永野　結笑 高1 池ノ上綾乃 高2 上野　琴音 高3 谷口　涼菜 高2 高橋ハナコ 高2 山田　春音 高2 髙原　桜唯 高1 仲座　静琉 高3

タイム決勝 橋本　希美 高2 有村　咲希 高3 堺　　茜恋 高1 牟田　　楓 高1 児玉　沙穂 高3 於保　紫音 高3 築地　咲花 高2 玉城　夏祈 高3

瀬津菜々美 高2 川村妃奈乃 高1 木下　美咲 高2 菅　　すず 高3 坂上きらり 高1 宮副　美和 高2 岩崎　瑞生 高2 宮里　美子 高2

岡﨑　万智 高3 榎田　礼花 高2 上田　麻琴 高3 森田　眞心 高2 取附　心愛 高1 前田　優花 高3 栗下　愛梨 高3 吉門　美音 高2

8:35.93 Fin. 8:44.45 Fin. 8:47.02 Fin. 8:47.31 Fin. 9:07.34 Fin. 9:07.70 Fin. 9:17.31 Fin. 9:17.95 Fin.

 2:09.64 1st.  2:12.01 1st.  2:11.02 1st.  2:15.27 1st.  2:12.28 1st.  2:12.79 1st.  2:11.57 1st.  2:17.58 1st.

メドレーリレー 福大附属若葉 高 九州学院 高 ルーテル学院 高 鹿児島情報 高 鹿児島 高 甲南 高 宮崎日大 高 筑紫中央 高

400m 三村はるな 高2 奥村くらら 高1 上野　琴音 高3 川村妃奈乃 高1 山下　愛紗 高3 山下ひなた 高3 児玉　沙穂 高3 堀内　胡良 高2

タイム決勝 青木　麗奈 高1 小川　　凛 高1 江﨑　夏萌 高1 榎田　礼花 高2 末永　愛月 高1 酒匂　春奈 高3 坂上きらり 高1 熊川　菜穂 高2

牟田　　楓 高1 長森　流楓 高2 上田　麻琴 高3 有村　咲希 高3 黒木梨々夏 高3 鎌田すみれ 高3 高橋ハナコ 高2 本村　はな 高3

森田　眞心 高2 瀬津菜々美 高2 木下　美咲 高2 池ノ上綾乃 高2 片岡　ミミ 高2 詫摩さくら 高3 取附　心愛 高1 三野　晴菜 高2

4:18.52 Fin. 4:24.93 Fin. 4:28.76 Fin. 4:29.63 Fin. 4:30.67 Fin. 4:33.50 Fin. 4:34.71 Fin. 4:36.75 Fin.

 1:05.11 1st.  1:07.45 1st.  1:07.79 1st.  1:07.97 1st.  1:10.98 1st.  1:02.94 1st.  1:06.78 1st.  1:09.55 1st.
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