
第４４回大分合同学童水泳競技大会                       女子成績一覧表 １年生

2019/07/28 ～ 2019/07/28

会場  別府市営青山プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

自由形 松本　茜空 小1 波多野璃々愛 小1 安倍　日夏 小1 吉野　咲愛 小1 神崎　衣瑠 小1 多田　葉月 小1

50m トップＷ大分 トップＷ大分 ＦＳＣ ＸＹＺ別府 SACOT 山本JSC

タイム決勝 45.64 49.26 50.95 56.88 57.48 1:01.96

背泳ぎ 吉野　咲愛 小1 多田　葉月 小1

50m ＸＹＺ別府 山本JSC

タイム決勝 1:01.00 1:17.47

平泳ぎ 宮澤　　舞 小1 神崎　衣瑠 小1 松本　茜空 小1

50m ＸＹＺ別府 SACOT トップＷ大分

タイム決勝 1:06.63 1:07.89 1:09.19

バタフライ 波多野璃々愛 小1

50m トップＷ大分

タイム決勝 1:12.08
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第４４回大分合同学童水泳競技大会                       女子成績一覧表 ２年生

2019/07/28 ～ 2019/07/28

会場  別府市営青山プール  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 柴田　　唯 小2 盛田　　凜 小2 宿　文皓依 小2 中原　　希 小2 岡山　望美 小2 古屋　結悠 小2 足立　優青 小2 宮内　陽向 小2

50m トップＷ大分 ﾙﾈｻﾝｽおおいた ＸＹＺ別府 大分金子府内 ﾙﾈｻﾝｽおおいた 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽおおいた ＸＹＺ別府

タイム決勝 37.35 39.46 41.59 44.21 44.69 44.72 44.72 45.64

(同6位)

背泳ぎ 秦　　陽香 小2 岡山　望美 小2 千葉ほのか 小2 下ノ平彩里 小2 辰口　希彩 小2

50m ﾙﾈｻﾝｽおおいた ﾙﾈｻﾝｽおおいた ＸＹＺ別府 大西ＳＳ わかあゆＳＣ

タイム決勝 51.00 52.65 53.48 56.46 58.62

平泳ぎ 宿　文皓依 小2 足立　優青 小2 千葉ほのか 小2 古屋　結悠 小2 秦　　陽香 小2

50m ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽおおいた ＸＹＺ別府 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽおおいた

タイム決勝 55.38 56.21 57.62 58.03 1:02.08

バタフライ 柴田　　唯 小2 盛田　　凜 小2 中原　　希 小2 宮内　陽向 小2 小倉　風歌 小2

50m トップＷ大分 ﾙﾈｻﾝｽおおいた 大分金子府内 ＸＹＺ別府 大西ＳＳ

タイム決勝 38.78 43.01 47.56 52.46 56.08

(大会新)
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第４４回大分合同学童水泳競技大会                       女子成績一覧表 ３年生

2019/07/28 ～ 2019/07/28

会場  別府市営青山プール  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 吉田　葉音 小3 松原　望朱 小3 河野　泰來 小3 伊達　優笑 小3 大崎　優花 小3 佐藤　　綾 小3 森﨑　　彩 小3 平川　にこ 小3

50m 山本JSC 大分金子大分 ｻ-ﾌSTO 大分市ＳＳ 大西ＳＳ ｻ-ﾌSTO 上浦S・C 山本JSC

タイム決勝 37.90 38.40 41.17 42.30 42.74 43.31 43.70 45.53

背泳ぎ 倉橋　美羽 小3 松原　望朱 小3 吉田　葉音 小3 大崎　優花 小3 狹間　小夏 小3 御手洗茉歩 小3 二瀬　海里 小3 佐藤　　綾 小3

50m ﾙﾈｻﾝｽおおいた 大分金子大分 山本JSC 大西ＳＳ ＸＹＺ別府 山本ＳＣ 上浦S・C ｻ-ﾌSTO

タイム決勝 38.43 39.58 45.21 46.24 46.30 47.48 51.58 51.77

(大会新)

平泳ぎ 後藤　葉日 小3 早見　奈緒 小3 御手洗天音 小3 森永　真央 小3 大崎　乃夢 小3

50m ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽおおいた SACOT 大分市ＳＳ コナミ大分

タイム決勝 55.73 56.65 57.34 1:02.05 1:02.13

バタフライ 倉橋　美羽 小3 森﨑　　彩 小3 河野　泰來 小3 後藤　葉日 小3 伊達　優笑 小3 御手洗天音 小3 平川　にこ 小3

50m ﾙﾈｻﾝｽおおいた 上浦S・C ｻ-ﾌSTO ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ SACOT 山本JSC

タイム決勝 38.05 46.71 48.44 50.41 52.35 52.46 53.54
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第４４回大分合同学童水泳競技大会                       女子成績一覧表 ４年生

2019/07/28 ～ 2019/07/28

会場  別府市営青山プール  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 中村あすか 小4 波多野愛來 小4 田中　利奈 小4 柴田　椛琳 小4 佐藤　小町 小4 久留主未来 小4 多田奈乃羽 小4 波多野幸芽 小4

50m トップＷ大分 トップＷ大分 トップＷ大分 山本JSC わかあゆＳＣ 敷戸育泳会 山本JSC コナミ大分

タイム決勝 32.56 33.74 36.86 37.87 39.92 40.31 41.87 42.07

自由形 波多野愛來 小4 田中　利奈 小4 井下　和夏 小4 柴田　椛琳 小4 上田　望愛 小4 松本　桜空 小4 前田　望羽 小4

100m トップＷ大分 トップＷ大分 SACOT 山本JSC ﾙﾈｻﾝｽおおいた トップＷ大分 山本ＳＣ

タイム決勝 1:13.77 1:22.19 1:23.46 1:24.35 1:24.82 1:29.92 1:30.78

背泳ぎ 池上　　麗 小4 大田　華蓮 小4 山路　こあ 小4 岡崎　心菜 小4 衛藤　　蓮 小4 山本　沙和 小4 多田奈乃羽 小4 山本ひな子 小4

50m 日田Ｓ＆Ｔ ﾙﾈｻﾝｽおおいた 大西ＳＳ 大西ＳＳ 大分金子大分 山本JSC 山本JSC 山本ＳＣ

タイム決勝 37.89 38.31 40.14 40.46 42.17 44.42 48.87 50.12

背泳ぎ 山路　こあ 小4 山内　すず 小4 上田　望愛 小4

100m 大西ＳＳ オーステン ﾙﾈｻﾝｽおおいた

タイム決勝 1:30.35 1:33.66 1:34.87

平泳ぎ 宿　文皓明 小4 大田　華鈴 小4 神崎　日葵 小4 寺司　　稟 小4 久留主未来 小4 佐藤　小町 小4 江藤　千夏 小4 田中ありす 小4

50m ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽおおいた SACOT 大分金子大分 敷戸育泳会 わかあゆＳＣ 碩田ＳＣ 大西ＳＳ

タイム決勝 41.38 42.26 44.61 44.72 51.01 51.60 53.17 55.60

平泳ぎ 宿　文皓明 小4 神崎　日葵 小4 寺司　　稟 小4 山本ひな子 小4 小山　結愛 小4

100m ＸＹＺ別府 SACOT 大分金子大分 山本ＳＣ 山本ＳＣ

タイム決勝 1:33.41 1:35.47 1:35.77 2:08.88 2:10.07

バタフライ 中村あすか 小4 神嵜愛里彩 小4 衛藤　　蓮 小4 山内　すず 小4 井下　和夏 小4 前田　望羽 小4 波多野幸芽 小4 梶原　由衣 小4

50m トップＷ大分 大分金子大分 大分金子大分 オーステン SACOT 山本ＳＣ コナミ大分 しぶきＳＣ

タイム決勝 34.18 41.19 42.11 42.42 44.91 45.02 48.11 50.08

バタフライ 神嵜愛里彩 小4 上平　優華 小4

100m 大分金子大分 ＸＹＺ別府

タイム決勝 1:36.76 2:09.28

個人メドレー 大田　華鈴 小4 大田　華蓮 小4 池上　　麗 小4 山本　沙和 小4 岡崎　心菜 小4 上平　優華 小4

200m ﾙﾈｻﾝｽおおいた ﾙﾈｻﾝｽおおいた 日田Ｓ＆Ｔ 山本JSC 大西ＳＳ ＸＹＺ別府

タイム決勝 3:02.01 3:05.53 3:08.26 3:25.52 3:28.78 3:54.29
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第４４回大分合同学童水泳競技大会                       女子成績一覧表 ５年生

2019/07/28 ～ 2019/07/28

会場  別府市営青山プール  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 三重野葵衣 小5 岩尾　織夢 小5 盛田　葉瑠 小5 松田　春花 小5 髙倉　伊織 小5 曽根崎真由 小5 大野笑美菜 小5 北尾　美桜 小5

50m 大分市ＳＳ わかあゆＳＣ ﾙﾈｻﾝｽおおいた 大分金子大分 日田Ｓ＆Ｔ 大分市ＳＳ 大分市ＳＳ コナミ大分

タイム決勝 32.87 32.94 32.95 33.77 35.18 35.62 35.95 37.06

自由形 三重野葵衣 小5 柴田　紗彩 小5 松田　春花 小5 山上　真佳 小5 玉田ちひろ 小5

100m 大分市ＳＳ トップＷ大分 大分金子大分 ＸＹＺ別府 臼杵ＳＳ

タイム決勝 1:11.68 1:12.46 1:16.59 1:18.29 1:30.12

背泳ぎ 松原ひより 小5 髙倉　伊織 小5 下ノ平鈴梨 小5 柴田　紗彩 小5 後藤萌々子 小5 御手洗璃歩 小5 篠﨑　茉愛 小5

50m 大分金子大分 日田Ｓ＆Ｔ 大西ＳＳ トップＷ大分 わかあゆＳＣ 山本ＳＣ しぶきＳＣ

タイム決勝 36.84 39.58 40.57 42.61 43.90 44.70 54.84

背泳ぎ 松原ひより 小5 下ノ平鈴梨 小5 柴田　美結 小5 後藤萌々子 小5 御手洗璃歩 小5

100m 大分金子大分 大西ＳＳ 大分金子大分 わかあゆＳＣ 山本ＳＣ

タイム決勝 1:18.70 1:27.90 1:33.31 1:34.24 1:38.03

平泳ぎ 神田　結衣 小5 村本　　麗 小5 大崎菜津美 小5 平川　詩織 小5 小野ひなた 小5 曽根崎真由 小5 三吉　栄海 小5 高木　結衣 小5

50m 大西ＳＳ 大西ＳＳ 大西ＳＳ 敷戸育泳会 わかあゆＳＣ 大分市ＳＳ 上浦S・C 山本ＳＣ

タイム決勝 41.38 43.45 44.48 46.85 46.88 47.10 48.60 49.21

平泳ぎ 神田　結衣 小5 村本　　麗 小5 大崎菜津美 小5 小野ひなた 小5 三吉　栄海 小5 高木　結衣 小5 早見　奈津 小5 松下　愛梨 小5

100m 大西ＳＳ 大西ＳＳ 大西ＳＳ わかあゆＳＣ 上浦S・C 山本ＳＣ ﾙﾈｻﾝｽおおいた ﾙﾈｻﾝｽおおいた

タイム決勝 1:33.70 1:36.97 1:41.66 1:43.17 1:44.25 1:47.08 1:49.94 1:52.30

バタフライ 小倉　苺歌 小5 盛田　葉瑠 小5 岩尾　織夢 小5 山本　樹奈 小5 中野　優花 小5 柴田　美結 小5 北尾　美桜 小5 羽田野志保 小5

50m 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽおおいた わかあゆＳＣ オーステン しぶきＳＣ 大分金子大分 コナミ大分 臼杵ＳＳ

タイム決勝 33.57 35.39 35.80 40.96 42.36 42.83 44.06 50.34

バタフライ 小倉　苺歌 小5 山上　真佳 小5

100m 大西ＳＳ ＸＹＺ別府

タイム決勝 1:17.30 1:34.81

個人メドレー 久保山　紗 小5

200m ＸＹＺ別府

タイム決勝 3:37.36

2019/07/28 16:26:31 SEIKO Swimming Results System  1 / 1ページ



第４４回大分合同学童水泳競技大会                       女子成績一覧表 ６年生

2019/07/28 ～ 2019/07/28

会場  別府市営青山プール  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 加茂　明音 小6 田原　玖菜 小6 森永　百香 小6 伊達　心優 小6 土屋　歌穂 小6 藤本　　歩 小6 後藤　彩女 小6 工藤天花里 小6

50m コナミ大分 臼杵ＳＳ 大分市ＳＳ 大分市ＳＳ しぶきＳＣ しぶきＳＣ しぶきＳＣ 敷戸育泳会

タイム決勝 33.56 34.08 35.54 35.59 37.34 39.71 39.97 40.59

自由形 亀井　　杏 小6 足立　惺南 小6 波多野桃愛 小6 加茂　明音 小6 田原　玖菜 小6 山内　　杏 小6 伊達　心優 小6 松原　結芽 小6

100m 臼杵ＳＳ 大分金子府内 トップＷ大分 コナミ大分 臼杵ＳＳ オーステン 大分市ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽおおいた

タイム決勝 1:05.59 1:07.83 1:11.89 1:12.77 1:14.68 1:17.59 1:17.99 1:19.16

背泳ぎ 大田　芽依 小6 岩男さくら 小6 島井キラリ 小6 佐藤　　結 小6 森永　百香 小6 工藤天花里 小6

50m ﾙﾈｻﾝｽおおいた ＸＹＺ別府 大西ＳＳ わかあゆＳＣ 大分市ＳＳ 敷戸育泳会

タイム決勝 33.64 35.33 36.36 36.51 39.96 44.35

背泳ぎ 大田　芽依 小6 佐藤　　結 小6 岩男さくら 小6 島井キラリ 小6

100m ﾙﾈｻﾝｽおおいた わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府 大西ＳＳ

タイム決勝 1:13.67 1:16.89 1:17.19 1:19.75

平泳ぎ 合澤　風優 小6 波多野桃愛 小6 宮田妃果莉 小6 松原　結芽 小6 藤本　　歩 小6 後藤　彩女 小6 山内　　杏 小6 工藤日花里 小6

50m 大分市ＳＳ トップＷ大分 ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽおおいた しぶきＳＣ しぶきＳＣ オーステン 敷戸育泳会

タイム決勝 37.78 42.48 42.51 44.96 47.54 48.23 49.09 53.69

平泳ぎ 合澤　風優 小6 吉田　　陽 小6 宮田妃果莉 小6 石田明日香 小6

100m 大分市ＳＳ 大西ＳＳ ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府

タイム決勝 1:23.31 1:28.80 1:33.73 1:37.78

バタフライ 奥川　夏実 小6 小田　ゆき 小6

50m わかあゆＳＣ 金子わさだ

タイム決勝 30.66 30.99

(大会新)

バタフライ 奥川　夏実 小6 小田　ゆき 小6

100m わかあゆＳＣ 金子わさだ

タイム決勝 1:06.90 1:07.31

(大会新) (大会新)

個人メドレー 亀井　　杏 小6 吉田　　陽 小6 足立　惺南 小6 石田明日香 小6

200m 臼杵ＳＳ 大西ＳＳ 大分金子府内 ＸＹＺ別府

タイム決勝 2:40.45 2:48.69 2:50.23 3:00.89
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第４４回大分合同学童水泳競技大会                       女子成績一覧表 ＳＣ対抗

2019/07/28 ～ 2019/07/28

会場  別府市営青山プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

リレー 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽおおいた わかあゆＳＣ トップＷ大分 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府 大分金子大分 臼杵ＳＳ

200m 村本　　麗 小5 大田　芽依 小6 後藤萌々子 小5 中村あすか 小4 合澤　風優 小6 宿　文皓明 小4 松田　春花 小5 亀井　　杏 小6

タイム決勝 吉田　　陽 小6 大田　華蓮 小4 奥川　夏実 小6 柴田　紗彩 小5 森永　百香 小6 岩男さくら 小6 神嵜愛里彩 小4 田原　玖菜 小6

小倉　苺歌 小5 大田　華鈴 小4 岩尾　織夢 小5 波多野愛來 小4 伊達　心優 小6 山上　真佳 小5 寺司　　稟 小4 羽田野志保 小5

島井キラリ 小6 盛田　葉瑠 小5 佐藤　　結 小6 波多野桃愛 小6 三重野葵衣 小5 石田明日香 小6 松原ひより 小5 玉田ちひろ 小5

2:12.59 Fin. 2:12.62 Fin. 2:13.31 Fin. 2:14.50 Fin. 2:14.96 Fin. 2:16.23 Fin. 2:19.30 Fin. 2:21.83 Fin.

   35.36 1st.    29.79 1st.    39.18 1st.    32.01 1st.    31.56 1st.    35.52 1st.    33.40 1st.    30.21 1st.

メドレーリレー 大西ＳＳ ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽおおいた 大分市ＳＳ わかあゆＳＣ 大分金子大分 トップＷ大分 コナミ大分

200m 島井キラリ 小6 岩男さくら 小6 大田　芽依 小6 森永　百香 小6 後藤萌々子 小5 松原ひより 小5 松本　桜空 小4 加茂　明音 小6

タイム決勝 神田　結衣 小5 宿　文皓明 小4 大田　華鈴 小4 合澤　風優 小6 佐藤　　結 小6 寺司　　稟 小4 波多野桃愛 小6 波多野幸芽 小4

小倉　苺歌 小5 石田明日香 小6 大田　華蓮 小4 伊達　心優 小6 奥川　夏実 小6 神嵜愛里彩 小4 柴田　　唯 小2 北尾　美桜 小5

吉田　　陽 小6 山上　真佳 小5 盛田　葉瑠 小5 三重野葵衣 小5 岩尾　織夢 小5 松田　春花 小5 田中　利奈 小4 大崎　乃夢 小3

2:24.03 Fin. 2:25.94 Fin. 2:26.99 Fin. 2:28.80 Fin. 2:31.17 Fin. 2:36.86 Fin. 2:54.48 Fin. 3:06.04 Fin.

   37.14 1st.    35.02 1st.    33.87 1st.    39.60 1st.    44.07 1st.    37.20 1st.    50.28 1st.    42.06 1st.

2019/07/28 16:28:32 SEIKO Swimming Results System  1 / 1ページ


	女子１年生
	女子２年生
	女子3年生
	女子4年生
	女子5年生
	女子6年生
	女子リレー

