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2020/07/26～2020/07/26

会場  大分県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
若林　礼華  高2 山中　すず  高1 楳木　麻央  高2 福原なつみ  高3 大野　芹奈  高2 松原　　心  中2 小野　梨花  高1 菅野　結葵  高2

佐伯鶴城 大西ＳＳ ＸＹＺ別府 佐伯鶴城 ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 佐伯鶴城

27.68 28.22 28.22 28.45 29.81 29.88 29.95 29.95

（同2位） （同7位）

立山　青葉  高2 山中　すず  高1 若林　礼華  高2 楳木　麻央  高2 福原なつみ  高3 後藤果菜子  中2 原　　千尋  高1 小野　梨花  高1

大分雄城台高 大西ＳＳ 佐伯鶴城 ＸＹＺ別府 佐伯鶴城 わかあゆＳＣ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

59.06 1:00.33 1:00.38 1:01.35 1:03.06 1:03.79 1:04.37 1:04.62

立山　青葉  高2 山中　すず  高1 後藤果菜子  中2 大田　芽依  中1 三重野葵衣  小6 岩尾　織夢  小6 中市　　遥  高1 波多野桃愛  中1

大分雄城台高 大西ＳＳ わかあゆＳＣ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 大分市ＳＳ わかあゆＳＣ 津久見高校 コナミ大分

2:09.52 2:13.94 2:15.80 2:24.00 2:28.10 2:28.44 2:30.20 2:30.34

立山　青葉  高2 後藤果菜子  中2 小野　梨花  高1 亀井　　杏  中1 三重野葵衣  小6 御手洗心音  中3

大分雄城台高 わかあゆＳＣ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 臼杵ＳＳ 大分市ＳＳ SACOT

4:35.57 4:40.41 4:52.45 4:56.60 5:05.90 5:05.92

金子　　葵  大2 松川とも枝  中3 大田　芽依  中1 大野　芹奈  高2 岩男さくら  中1 河津真結奈  中3 小野　椎菜  中3 大田　華蓮  小5

別府溝部短大 わかあゆＳＣ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 日田Ｓ＆Ｔ 日田Ｓ＆Ｔ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

31.45 33.26 33.37 33.37 33.72 33.84 34.58 36.37

（同3位）

金子　　葵  大2 松川とも枝  中3 岩男さくら  中1 河津真結奈  中3 吉田　　陽  中1 佐藤　　結  中1 亀井　美心  中3 安部　心菜  中2

別府溝部短大 わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府 日田Ｓ＆Ｔ 大西ＳＳ わかあゆＳＣ Double.D しぶきＳＣ

1:08.10 1:10.95 1:13.69 1:14.59 1:15.45 1:16.94 1:20.03 1:20.27

松川とも枝  中3 佐藤　　結  中1 大野　芹奈  高2 御手洗心音  中3 岩男さくら  中1 安部　心菜  中2

わかあゆＳＣ わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府 SACOT ＸＹＺ別府 しぶきＳＣ

2:31.22 2:37.42 2:39.02 2:39.74 2:41.93 2:53.17

石田　未来  中2 佐々木杏萌  中2 神田　結衣  小6 宿　文皓明  小5 佐藤　　愛  高2 松下　優菜  中2 三笘　星果  中3 波多野桃愛  中1

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

36.80 38.53 38.83 39.01 39.73 39.98 40.06 40.10

石田　未来  中2 髙木琴々音  高3 三笘　星果  中3 菅野　結葵  高2 神田　結衣  小6 佐々木杏萌  中2 若林　繭子  高1 佐藤　　愛  高2

大西ＳＳ 別府翔青高 日田Ｓ＆Ｔ 佐伯鶴城 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 津久見高校 ＸＹＺ別府

1:18.66 1:19.80 1:23.84 1:24.50 1:24.96 1:25.42 1:26.06 1:26.39

石田　未来  中2 髙木琴々音  高3 三笘　星果  中3 神崎　日葵  小5 小野　椎菜  中3 松下　優菜  中2 宿　文皓明  小5 藤本　　明  高1

大西ＳＳ 別府翔青高 日田Ｓ＆Ｔ SACOT 日田Ｓ＆Ｔ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＸＹＺ別府 別府翔青高

2:46.42 2:48.85 2:57.95 3:01.76 3:02.01 3:04.03 3:07.32 3:08.06

2020/07/26 14:30:26 SEIKO Swimming Results System
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2020/07/26～2020/07/26

会場  大分県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
奥川　夏実  中1 近藤　優香  大1 森山　蒼來  中2 北御門　凛  中3 中村あすか  小5 土居　佑奈  中2 小倉　苺歌  小6 安東　来桃  高1

わかあゆＳＣ 別府溝部短大 日田Ｓ＆Ｔ コナミ大分 コナミ大分 杵築育泳会 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

30.64 30.96 31.75 32.50 32.55 32.58 32.59 32.69

奥川　夏実  中1 吉田　　暖  高2 近藤　優香  大1 安東　来桃  高1 小倉　苺歌  小6 高山　凛花  高1 宇都宮杏莉  高2 中村　花梨  中2

わかあゆＳＣ 大西ＳＳ 別府溝部短大 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 大西ＳＳ 大西ＳＳ 津久見高校 ＸＹＺ別府

1:05.60 1:05.93 1:10.00 1:11.76 1:13.32 1:14.84 1:16.67 1:17.47

奥川　夏実  中1 吉田　　暖  高2 木津ひなの  中3

わかあゆＳＣ 大西ＳＳ つくみＪＳＣ

2:22.42 2:28.79 3:27.57

楳木　麻央  高2 山川　響暉  高1 原　　千尋  高1 亀井　　杏  中1 若林　繭子  高1 宇都宮杏莉  高2 島井キラリ  中1 盛田　葉瑠  小6

ＸＹＺ別府 大分雄城台高 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 臼杵ＳＳ 津久見高校 津久見高校 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

2:26.93 2:29.36 2:35.94 2:38.04 2:41.27 2:47.27 2:49.00 2:49.72

山川　響暉  高1 若林　繭子  高1 宇都宮杏莉  高2

大分雄城台高 津久見高校 津久見高校

5:15.53 5:40.18 5:52.17

2020/07/26 14:30:26 SEIKO Swimming Results System

バタフライ 
  50m 

タイム決勝

バタフライ 
 100m 

タイム決勝

バタフライ 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 400m 

タイム決勝


