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2019/10/13～2019/10/13

会場  大分県大分市大分市営温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
山本　隼士  小3 河野　瑞貴  小3 中西　泰雅  小3 木村　祇統  小2 松本　晴空  小2 岡田　一保  小2 岩熊　晃司  小1 井下　　快  小2

山本JSC 大西ＳＳ ＸＹＺ別府 山本JSC SACOT ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 SACOT

36.74 37.45 37.64 41.03 42.93 42.97 43.18 44.36

河野　瑞貴  小3 渡邊　虹稀  小3 中西　泰雅  小3 岩熊　晃司  小1 池崎　穏人  小2 佐野　理人  小2

大西ＳＳ ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ 山本JSC

45.33 45.52 46.52 49.21 50.32 52.32

渡邊　虹稀  小3 木村　祇統  小2 山本　恵士  小1 岡田　一保  小2

ＸＹＺ別府 山本JSC 山本JSC ＸＹＺ別府

50.21 50.82 53.43 54.08

河野　瑞貴  小3 山本　隼士  小3 中西　泰雅  小3 渡邊　虹稀  小3

大西ＳＳ 山本JSC ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府

40.91 41.16 42.51 43.35
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2019/10/13～2019/10/13

会場  大分県大分市大分市営温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
左藤　優貴  小6 真鍋　千賢  小6 梶原　悟史  小6 野川　　陸  小6 村田　　楓  小6 石原孝太郎  小6 後藤　豊貴  小5 池崎　　結  小6

コナミ大分 ﾌｨｯﾀ新居浜 日田Ｓ＆Ｔ 西条ＳＣ コナミ松山 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 大分市ＳＳ

28.10 28.18 28.32 28.67 28.82 28.99 29.14 29.28

梶原　悟史  小6 池崎　　結  小6 野川　　陸  小6 真鍋　千賢  小6 後藤　豊貴  小5 山下　紘輝  小6 村田　　楓  小6 岩熊　悠晴  小5

日田Ｓ＆Ｔ 大分市ＳＳ 西条ＳＣ ﾌｨｯﾀ新居浜 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ コナミ松山 ＸＹＺ別府

31.95 32.59 32.59 34.06 34.32 34.50 34.98 35.35

（同2位）

梶原　悟史  小6 真鍋　千賢  小6 石川　智暉  小6 後藤　豊貴  小5 石山　千吏  小6 伊東　周大  小6 荒木　颯斗  小6 山下　紘輝  小6

日田Ｓ＆Ｔ ﾌｨｯﾀ新居浜 フィッタ松山 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ アズサ松山 大分市ＳＳ 五百木ＳＣ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

35.22 35.82 36.04 36.10 36.58 36.89 37.11 37.54

村田　　楓  小6 左藤　優貴  小6 梶原　悟史  小6 後藤　豊貴  小5 山下　紘輝  小6 上野　優真  小6 井村　公一  小6 岩見　仁吾  小6

コナミ松山 コナミ大分 日田Ｓ＆Ｔ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ トップＷ大分 ＸＹＺ別府 コナミ大分

30.43 30.49 30.58 30.97 32.61 32.83 34.41 34.43

後藤　豊貴  小5 池崎　　結  小6 山下　紘輝  小6 野川　　陸  小6 石山　千吏  小6 岩熊　悠晴  小5 佐藤　利樹  小5

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 大分市ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 西条ＳＣ アズサ松山 ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

1:10.22 1:10.47 1:11.60 1:14.15 1:15.45 1:16.71 1:17.64
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2019/10/13～2019/10/13

会場  大分県大分市大分市営温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
入江　崇也  中3 福田　夢叶  中3 安倍　一稀  中3 高橋　　功  中2 宮田幸生羅  中2 占部　寛樹  中1 石原　暖太  中3 後藤　和豊  中1

SACOT コナミ大分 大分市ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＸＹＺ別府 大西ＳＳ コナミ大分 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

24.31 25.17 25.40 25.75 25.82 25.88 26.28 27.17

占部　翔吾  中3 宮田幸生羅  中2 福田　夢叶  中3 占部　寛樹  中1 渡辺　凌平  中3 高橋　　功  中2 石原　暖太  中3 後藤　和豊  中1

大西ＳＳ ＸＹＺ別府 コナミ大分 大西ＳＳ SACOT ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ コナミ大分 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

27.62 28.87 29.90 30.20 30.20 30.49 30.76 30.96

（同4位）

高橋　　功  中2 宮田幸生羅  中2 布木　絢也  中2 安倍　一稀  中3 松本　　怜  中3 岩熊　一輝  中2 福田　夢叶  中3 後藤　和豊  中1

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ つくみＪＳＣ ＸＹＺ別府 コナミ大分 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

30.45 31.97 32.08 32.44 33.38 33.40 33.73 34.24

入江　崇也  中3 宮田幸生羅  中2 安倍　一稀  中3 福田　夢叶  中3 高橋　　功  中2 石原　暖太  中3 布木　絢也  中2 立石　隼幹  中2

SACOT ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ コナミ大分 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ コナミ大分 ＸＹＺ別府 コナミ大分

25.82 26.94 26.96 27.24 27.63 27.99 28.17 28.43

高橋　　功  中2 占部　翔吾  中3 入江　崇也  中3 福田　夢叶  中3 桑野　元輝  中2 後藤　和豊  中1 渡辺　凌平  中3

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 大西ＳＳ SACOT コナミ大分 日田Ｓ＆Ｔ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ SACOT

1:00.43 1:00.89 1:01.27 1:02.03 1:05.60 1:05.60 1:06.35

（同5位）
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2019/10/13～2019/10/13

会場  大分県大分市大分市営温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
田中　大寛  高3 菅野　　遼  高3 坂田　涼人  高3 沓掛　修也  高1 鈴木　彰馬  大3 平野　翔太  高2 原　　諒佑  高1 池﨑　勇真  高1

XYZ別府 佐伯鶴城 大分雄城台高 大分雄城台高 大分大 大分市ＳＳ 大西ＳＳ 大分雄城台高

22.43 23.12 24.01 24.48 25.01 25.16 25.36 25.38

大会新

田中　大寛  高3 菅野　　遼  高3 原　　諒佑  高1 田村　烈士  高2 佐藤　　凜  高2 長谷　　岳  高2 松本　大空  高2 岩田　優雅  高1

XYZ別府 佐伯鶴城 大西ＳＳ 大分雄城台高 大分雄城台高 大分雄城台高 ＸＹＺ別府 大分雄城台高

25.31 26.89 27.08 27.68 28.41 28.68 28.94 28.99

県新

菅野　　遼  高3 田中　大寛  高3 池﨑　勇真  高1 相馬　海翔  高1 川角　昇平  大1 平野　翔太  高2 沓掛　修也  高1 後藤　俊亮  高2

佐伯鶴城 XYZ別府 大分雄城台高 ＸＹＺ別府 大分大 大分市ＳＳ 大分雄城台高 大分雄城台高

29.05 29.75 29.94 30.13 30.28 31.08 31.31 31.62

田中　大寛  高3 菅野　　遼  高3 坂田　涼人  高3 沓掛　修也  高1 原　　諒佑  高1 野木　達成  高1 鈴木　彰馬  大3 松本　大空  高2

XYZ別府 佐伯鶴城 大分雄城台高 大分雄城台高 大西ＳＳ 大分雄城台高 大分大 ＸＹＺ別府

23.93 25.00 25.51 25.94 26.07 26.37 26.84 27.33

大会新

田中　大寛  高3 菅野　　遼  高3 坂田　涼人  高3 沓掛　修也  高1 池﨑　勇真  高1 原　　諒佑  高1

XYZ別府 佐伯鶴城 大分雄城台高 大分雄城台高 大分雄城台高 大西ＳＳ

55.26 56.51 59.08 59.61 1:01.23 1:01.30
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第28回大分県スプリント選手権水泳大会

大分県大分市

競技No. : 59 男子 4x50m メドレーリレー 決勝 県記録     1:42.56
     組 : 1 全区分

レーン 順位 加盟 チーム名 学種 第１泳者 記　録
50m

1 3 大  分 大分県選抜小 小学 32.48  2:06.54
229 池崎　　結 ｲｹｻﾞｷ ﾕｳ 小6 32.48 32.48 (      )
336 梶原　悟史 ｶｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 小6 35.53 1:08.01 (      )
144 後藤　豊貴 ｺﾞﾄｳ ﾄﾖｷ 小5 30.78 1:38.79 (      )
272 左藤　優貴 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 小6 27.75 2:06.54 (      )

3 4 愛  媛 愛媛県選抜小 小学 34.73  2:07.73
4 野川　　陸 ﾉｶﾞﾜ ﾘｸ 小6 34.73 34.73 (      )

11 石川　智暉 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ 小6 34.46 1:09.19 (      )
20 村田　　楓 ﾑﾗﾀ ｶｴﾃﾞ 小6 30.53 1:39.72 (      )
1 真鍋　千賢 ﾏﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ 小6 28.01 2:07.73 (      )

5 2 大  分 大分県選抜中 中学 27.82  1:48.05 県中新

66 占部　翔吾 ｳﾗﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 中3 27.82 27.82 (      )
138 高橋　　功 ﾀｶﾊｼ ｺｳ 中2 29.91 57.73 (      )
283 入江　崇也 ｲﾘｴ ﾀｶﾔ 中3 25.42 1:23.15 (      )
266 福田　夢叶 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 中3 24.90 1:48.05 (      )

7 1 大  分 大分県選抜高 高校 25.67 県新  1:43.30
県高新

335 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 高3 25.67 25.67 (      )
122 池﨑　勇真 ｲｹｻﾞｷ ﾕｳﾏ 高1 29.69 55.36 (      )
110 坂田　涼人 ｻｶﾀ ｽｽﾞﾋﾄ 高3 25.20 1:20.56 (      )
33 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 高3 22.74 1:43.30 (      )
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