
第3回大分県冬季室内水泳競技大会

大分県

組/水路 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

競技No. 1 男子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 全区分
2/4 ＸＹＺ別府 (小野　文殊      ) 高校   27.09  1:45.49 大会新

競技No. 2 女子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 全区分
1/5 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ (大田　芽依      ) 小学   32.11  2:08.23 大会新
1/4 ＸＹＺ別府 (大野　芹奈      ) 高校   32.31  2:09.40 大会新

競技No. 3 男子  200m 自由形 タイム決勝 全区分
6/4 菅野　　遼 佐伯鶴城 高3  1:49.47 大会新

競技No. 4 女子  200m 自由形 タイム決勝 全区分
4/5 立山　青葉 大分雄城台高 高1  2:08.15 大会新

競技No. 5 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
3/4 池﨑　勇真 大分雄城台高 高1  2:14.88 大会新

競技No. 6 女子  200m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
1/4 石田　未来 大西ＳＳ 中1  2:46.15 大会新

競技No. 7 男子  200m バタフライ タイム決勝 全区分
2/4 田中　大寛 ＸＹＺ別府 高3  1:59.50 大会新
2/2 安倍　一稀 大分市ＳＳ 中3  2:08.39 大会新

競技No. 8 女子  200m バタフライ タイム決勝 全区分
1/4 福島　心響 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中3  2:15.59 県中新

大会新
1/5 奥川　夏実 わかあゆＳＣ 小6  2:22.42 県学新

大会新
1/3 小田　ゆき 大分金子わさだ 小6  2:25.06 県学新

大会新

競技No. 9 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
1/6 小野　文殊 ＸＹＺ別府 高2  2:05.04 大会新

競技No. 11 男子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
15/4 菅野　　遼 佐伯鶴城 高3    23.15 大会新
15/6 宮田幸生羅 ＸＹＺ別府 中2    25.00 大会新

競技No. 12 女子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
9/4 山中　すず 大西ＳＳ 中3    26.86 大会新
9/5 若林　礼華 佐伯鶴城 高1    27.26 大会新
9/3 立山　青葉 大分雄城台高 高1    27.62 大会新
9/8 大田　芽依 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小6    28.94 大会新
8/5 奥川　夏実 わかあゆＳＣ 小6    29.19 大会新

競技No. 13 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
6/4 高橋　　功 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中2    30.42 大会新

競技No. 14 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
4/4 小野　椎菜 日田Ｓ＆Ｔ 中2    36.62 大会新
4/1 土居　佑奈 杵築育泳会 中1    36.63 大会新
4/2 佐々木杏萌 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中1    36.73 大会新
4/3 森山　蒼來 日田Ｓ＆Ｔ 中1    36.80 大会新
4/6 菅野　結葵 佐伯鶴城 高1    37.82 大会新
4/7 佐藤　　愛 ＸＹＺ別府 高1    37.91 大会新
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競技No. 16 女子  400m 個人メドレー タイム決勝 全区分
1/4 山川　響暉 しんせいＳＣ 中3  5:02.72 大会新

競技No. 17 男子 1500m 自由形 タイム決勝 全区分
2/6 豊川　達也 わかあゆＳＣ 中3 17:03.58 大会新
2/1 渡辺　凌平 SACOT 中3 17:07.33 大会新

競技No. 18 女子  800m 自由形 タイム決勝 全区分
1/6 亀井　　杏 臼杵ＳＳ 小6  9:50.83 大会新

競技No. 19 男子   50m バタフライ タイム決勝 全区分
6/4 田中　大寛 ＸＹＺ別府 高3    23.58 県新

県高新
大会新

競技No. 20 女子   50m バタフライ タイム決勝 全区分
3/5 小田　ゆき 大分金子わさだ 小6    30.42 大会新
3/6 大久保美優 大分金子府内 中2    30.80 大会新

競技No. 22 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
3/4 松川とも枝 わかあゆＳＣ 中2    31.58 大会新
3/5 大野　芹奈 ＸＹＺ別府 高1    31.97 大会新
3/3 河津真結奈 日田Ｓ＆Ｔ 中2    32.18 大会新

競技No. 23 男子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
7/1 左藤　優貴 コナミ大分 小6  1:01.28 大会新

競技No. 24 女子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
7/4 山中　すず 大西ＳＳ 中3    58.37 大会新
7/3 福島　心響 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中3    58.80 大会新
7/6 若林　礼華 佐伯鶴城 高1    59.09 大会新
7/5 立山　青葉 大分雄城台高 高1    59.37 大会新
6/4 大田　芽依 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小6  1:02.81 大会新

競技No. 25 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
4/4 池﨑　勇真 大分雄城台高 高1  1:02.89 大会新

競技No. 26 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
4/4 山中　すず 大西ＳＳ 中3  1:14.87 大会新
4/5 石田　未来 大西ＳＳ 中1  1:17.33 大会新
4/3 髙木琴々音 別府翔青高 高2  1:19.60 大会新

競技No. 27 男子  100m バタフライ タイム決勝 全区分
4/4 立山　拓路 大分雄城台高 高3    56.25 大会新

競技No. 28 女子  100m バタフライ タイム決勝 全区分
1/4 小田　ゆき 大分金子わさだ 小6  1:06.54 大会新
1/5 大久保美優 大分金子府内 中2  1:07.92 大会新
1/3 小倉　苺歌 大西ＳＳ 小5  1:12.70 大会新

競技No. 29 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
3/4 田中　大寛 ＸＹＺ別府 高3    55.13 大会新
3/6 占部　翔吾 大西ＳＳ 中3    59.27 大会新
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競技No. 30 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
3/2 大田　芽依 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小6  1:10.25 大会新

競技No. 31 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 全区分
5/3 田村　烈士 大分雄城台高 高2  2:07.20 大会新

競技No. 33 男子  400m 自由形 タイム決勝 全区分
3/4 坂田　涼人 大分雄城台高 高3  3:58.17 大会新
3/3 立山　拓路 大分雄城台高 高3  4:04.13 大会新
3/5 岩田　優雅 大分雄城台高 高1  4:04.23 大会新

競技No. 34 女子  400m 自由形 タイム決勝 全区分
1/5 亀井　　杏 臼杵ＳＳ 小6  4:41.76 県学新

大会新

競技No. 36 女子 4x50m フリーリレー タイム決勝 全区分
1/4 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ (大田　芽依      ) 小学   29.02  1:53.69 大会新

競技No. 37 女子  200m バタフライ 決勝 全区分
1/4 福島　心響 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中3  2:13.51 県中新
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