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種目別競技結果
競技№：   1 女子  200m 自由形 タイム決勝

11歳

         県記録 2:00.96

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

 1/ 6 大  分 波多野愛來 コナミ大分 小5

ﾊﾀﾞﾉ ｱｲﾗ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ 棄権

競技№：   1 女子  200m 自由形 タイム決勝

12歳

         県記録 2:00.96

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 8 大  分 三重野葵衣 大分市ＳＳ 小6

ﾐｴﾉ ｱｵｲ ｵｵｲﾀｼSS  2:19.24

    32.17   1:07.63   1:44.50

  2  1/ 7 大  分 島井キラリ 大西ＳＳ 中1

ｼﾏｲ ｷﾗﾘ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  2:25.58

    33.21   1:09.53   1:47.93

  3  1/ 2 大  分 柴田　紗彩 コナミ大分 小6

ｼﾊﾞﾀ ｻｱﾔ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  2:26.76

    32.80   1:09.96   1:48.65

競技№：   1 女子  200m 自由形 タイム決勝

13歳

         県記録 2:00.96

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 3 大  分 亀井　　杏 臼杵ＳＳ 中1

ｶﾒｲ ｱﾝ ｳｽｷSS  2:14.50

    31.12   1:04.55   1:39.43

  2  2/ 6 大  分 合澤　風優 大分市ＳＳ 中1

ｱｲｻﾞﾜ ﾌｳ ｵｵｲﾀｼSS  2:19.51

    30.92   1:04.85   1:42.22

  3  2/ 2 大  分 吉田　　陽 大西ＳＳ 中1

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  2:23.96

    31.40   1:06.26   1:43.08
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種目別競技結果
競技№：   1 女子  200m 自由形 タイム決勝

14歳

         県記録 2:00.96

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 5 大  分 後藤果菜子 わかあゆＳＣ 中2

ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ ﾜｶｱﾕSC  2:08.49

    30.49   1:03.03   1:35.71

  2  2/ 1 大  分 松原　　心 大分市ＳＳ 中2

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｺﾛ ｵｵｲﾀｼSS  2:15.05

    31.60   1:05.25   1:40.42

  3  1/ 4 大  分 御手洗心音 SACOT 中3

ﾐﾀﾗｲ ｼﾉ SACOT  2:21.88

    32.99   1:08.93   1:46.03

競技№：   1 女子  200m 自由形 タイム決勝

15-16歳

         県記録 2:00.96

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 5 大  分 宇都宮杏莉 津久見高校 高2

ｳﾂﾉﾐﾔ ｱﾝﾘ ﾂｸﾐｺｳｺｳ  2:21.94

    32.95   1:08.95   1:45.53

  2  1/ 3 大  分 中市　　遥 津久見高校 高1

ﾅｶｲﾁ ﾊﾙｶ ﾂｸﾐｺｳｺｳ  2:23.58

    32.49   1:08.78   1:46.73

競技№：   1 女子  200m 自由形 タイム決勝

17歳以上

         県記録 2:00.96

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 立山　青葉 大分雄城台高 高2

ﾀﾃﾔﾏ ｱｵﾊﾞ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  2:07.04

    30.17   1:02.46   1:35.06
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種目別競技結果
競技№：   2 男子  200m 自由形 タイム決勝

12歳

         県記録 1:45.56

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 2 大  分 大石　真理 コナミ大分 小6

ｵｵｲｼ ﾏｺﾄ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  2:33.59

    34.17   1:13.03   1:53.69

競技№：   2 男子  200m 自由形 タイム決勝

13歳

         県記録 1:45.56

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 6 大  分 山田　柊空 SACOT 中1

ﾔﾏﾀﾞ ﾄｳｱ SACOT  2:30.13

    34.18   1:12.17   1:51.61

競技№：   2 男子  200m 自由形 タイム決勝

14歳

         県記録 1:45.56

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 7 大  分 占部　寛樹 大西ＳＳ 中2

ｳﾗﾍﾞ ﾋﾛｷ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:57.07

    27.30     57.29   1:27.44

  2  1/ 5 大  分 仲尾　悠里 わかあゆＳＣ 中2

ﾅｶｵ ﾕｳﾘ ﾜｶｱﾕSC  2:17.84

    31.96   1:06.51   1:42.16
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種目別競技結果
競技№：   2 男子  200m 自由形 タイム決勝

15-16歳

         県記録 1:45.56

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 3 大  分 島末　匠真 ＸＹＺ別府 中3

ｼﾏｽｴ ｼｮｳﾏ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:54.66

    26.06     54.82   1:24.62

  2  2/ 6 大  分 渡辺　凌平 佐伯鶴城 高1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｶｸｼﾞｮｳST  1:59.28

    27.52     57.74   1:28.67

  3  2/ 1 大  分 桑野　元輝 日田Ｓ＆Ｔ 中3

ｸﾜﾉ ｹﾞﾝｷ ﾋﾀS&T  2:00.60

    28.16     58.13   1:29.41

  4  2/ 8 大  分 後藤麟太郎 大分雄城台高 高1

ｺﾞﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  2:01.27

    27.83     58.17   1:29.84

  5  1/ 4 大  分 宮崎　天聡 津久見高校 高2

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾄ ﾂｸﾐｺｳｺｳ  2:04.87

    28.26     59.36   1:32.31

競技№：   2 男子  200m 自由形 タイム決勝

17歳以上

         県記録 1:45.56

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 岩田　優雅 大分雄城台高 高2

ｲﾜﾀ ﾕｳｶﾞ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  1:52.78

    26.76     55.40   1:24.35

  2  2/ 5 大  分 沓掛　修也 大分雄城台高 高2

ｸﾂｶｹ ｼｭｳﾔ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  1:53.21

    26.52     55.77   1:25.07

  3  2/ 2 大  分 千歳　航輝 大分市ＳＳ 高2

ｾﾝｻﾞｲ ｺｳｷ ｵｵｲﾀｼSS  2:00.73

    27.89     58.24   1:29.03

  4  1/ 3 大  分 宮脇　泰心 津久見高校 高2

ﾐﾔﾜｷ ﾀｲｼﾝ ﾂｸﾐｺｳｺｳ  2:15.07

    31.06   1:05.28   1:40.16
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種目別競技結果
競技№：   3 女子  200m 平泳ぎ タイム決勝

13歳

         県記録 2:22.82

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 石田　未来 大西ＳＳ 中2

ｲｼﾀﾞ ﾐｸ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  2:43.43

    36.70   1:17.46   1:59.67

  2  1/ 3 大  分 宮田妃果莉 ＸＹＺ別府 中1

ﾐﾔﾀ ﾋｶﾘ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  3:05.71

    41.37   1:29.31   2:18.15
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種目別競技結果
競技№：   4 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝

13歳

         県記録 2:04.46

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 安東　希渉 コナミ大分 中1

ｱﾝﾄﾞｳ ﾉｱ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  2:44.24

    36.29   1:17.54   2:00.60

競技№：   4 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝

14歳

         県記録 2:04.46

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 2 大  分 荒川　桐伍 TST 中2

ｱﾗｶﾜ ﾄｳｺﾞ TST  2:34.85

    34.86   1:14.19   1:54.65

  2  2/ 1 大  分 熊谷　大翔 大西ＳＳ 中2

ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙﾄ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  2:39.36

    35.17   1:15.23   1:57.81

競技№：   4 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝

15-16歳

         県記録 2:04.46

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 6 大  分 相馬　陽翔 ＸＹＺ別府 中3

ｿｳﾏ ﾊﾙﾄ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  2:24.33

    33.17   1:09.88   1:47.29
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種目別競技結果
競技№：   4 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝

17歳以上

         県記録 2:04.46

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 池﨑　勇真 大分雄城台高 高2

ｲｹｻﾞｷ ﾕｳﾏ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  2:12.29

    30.55   1:04.22   1:38.23

  2  2/ 5 大  分 豊川　靖也 別府翔青高 高2

ﾄﾖｶﾜ ｾｲﾔ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ  2:20.36

    31.95   1:07.35   1:43.28

  3  2/ 3 大  分 宇都宮　忍 佐伯鶴城 高2

ｳﾂﾉﾐﾔ ｼﾞﾝ ｶｸｼﾞｮｳST  2:20.37

    31.90   1:07.29   1:43.80

  4  1/ 4 大  分 池邉　太陽 大分雄城台高 高2

ｲｹﾍﾞ ﾀｲﾖｳ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  2:33.66

    35.60   1:14.40   1:53.84

  5  1/ 5 大  分 矢内　楓丸 津久見高校 高2

ﾔﾅｲ ﾌｳﾏ ﾂｸﾐｺｳｺｳ  2:44.43

    37.14   1:18.64   2:01.87
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種目別競技結果
競技№：   5 女子  200m バタフライ タイム決勝

13歳

         県記録 2:12.30

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 奥川　夏実 わかあゆＳＣ 中1

ｵｸｶﾜ ﾅﾂﾐ ﾜｶｱﾕSC  2:20.61

    31.60   1:06.65   1:43.32

競技№：   5 女子  200m バタフライ タイム決勝

17歳以上

         県記録 2:12.30

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 5 大  分 吉田　　暖 大西ＳＳ 高2

ﾖｼﾀﾞ ﾉﾝ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  2:25.88

    32.49   1:09.41   1:47.67
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種目別競技結果
競技№：   6 男子  200m バタフライ タイム決勝

13歳

         県記録 1:56.67

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 1 大  分 岩﨑　唯人 つくみＪＳＣ 中2

ｲﾜｻｷ ﾕｲﾄ ﾂｸﾐｼﾞｭﾆｱ  2:28.65

    32.13   1:08.61   1:48.30

競技№：   6 男子  200m バタフライ タイム決勝

15-16歳

         県記録 1:56.67

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 入江　崇也 佐伯鶴城 高1

ｲﾘｴ ﾀｶﾔ ｶｸｼﾞｮｳST  1:59.65

    27.38     57.59   1:28.56

  2  1/ 3 大  分 安倍　一稀 大分雄城台高 高1

ｱﾍﾞ ｲﾂｷ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  2:05.55

    28.52   1:00.45   1:32.91

  3  1/ 2 大  分 石原　暖太 佐伯鶴城 高1

ｲｼﾊﾗ ﾊﾙﾀ ｶｸｼﾞｮｳST  2:11.76

    28.84   1:01.78   1:35.93

競技№：   6 男子  200m バタフライ タイム決勝

17歳以上

         県記録 1:56.67

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 5 大  分 若林　優一 津久見高校 高2

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ ﾂｸﾐｺｳｺｳ  2:03.90

    27.95     59.84   1:32.12

  2  1/ 6 大  分 永家　智志 サーフＳＴＯ

ﾅｶﾞｲｴ ﾄﾓﾕｷ ｻ-ﾌSTO  2:05.43

    28.05     59.93   1:32.45

  3  1/ 7 大  分 内田　悠介 大分雄城台高 高2

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  2:20.61

    29.26   1:04.51   1:41.97
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種目別競技結果
競技№：   7 女子  200m 背泳ぎ タイム決勝

14歳

         県記録 2:09.05

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

 1/ 5 大  分 小野　椎菜 日田Ｓ＆Ｔ 中3

ｵﾉ ｼｲﾅ ﾋﾀS&T 棄権

競技№：   7 女子  200m 背泳ぎ タイム決勝

15-16歳

         県記録 2:09.05

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 松川とも枝 わかあゆＳＣ 中3

ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓｴ ﾜｶｱﾕSC  2:26.40

    34.49   1:11.79   1:49.34
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種目別競技結果
競技№：   8 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝

13歳

         県記録 2:00.90

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 梶原　悟史 日田Ｓ＆Ｔ 中1

ｶｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ ﾋﾀS&T  2:09.93

    29.98   1:03.06   1:36.79

  2  1/ 1 大  分 足立廉汰郎 コナミ大分 中1

ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝﾀﾛｳ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  2:46.79

    38.29   1:20.43   2:04.04

競技№：   8 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝

14歳

         県記録 2:00.90

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 7 大  分 松本　侑汐 つくみＪＳＣ 中2

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ ﾂｸﾐｼﾞｭﾆｱ  2:35.83

    34.20   1:12.96   1:54.11

競技№：   8 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝

15-16歳

         県記録 2:00.90

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 5 大  分 占部　翔吾 大分雄城台高 高1

ｳﾗﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  2:07.15

    30.31   1:02.55   1:35.08

  2  1/ 2 大  分 福田　夢叶 大分雄城台高 高1

ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  2:09.69

    30.82   1:03.47   1:36.78
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種目別競技結果
競技№：   8 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝

17歳以上

         県記録 2:00.90

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 田村　烈士 大分雄城台高 高3

ﾀﾑﾗ ﾚﾂｼ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  2:06.23

    29.96   1:01.95   1:34.59

  2  1/ 6 大  分 宇都宮　玲 別府翔青高 高2

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾚｲ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ  2:15.35

    30.89   1:04.57   1:39.67
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種目別競技結果
競技№：   9 女子   50m 自由形 タイム決勝

9歳以下

         県記録   26.48

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  3/ 2 大  分 柴田　　唯 コナミ大分 小3

ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    33.34

  2  1/ 2 大  分 宿　文皓依 ＸＹＺ別府 小3

ｼｭｸ ﾌﾞﾝｺｳｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    35.80

  3  1/ 7 大  分 松本　茜空 TST 小2

ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾈ TST    38.69

 1/ 1 大  分 小倉　風歌 大西ＳＳ 小3

ｵｸﾞﾗ ﾌｳｶ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ 棄権

 1/ 8 大  分 宮澤　　舞 ＸＹＺ別府 小2

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ 棄権

競技№：   9 女子   50m 自由形 タイム決勝

10歳

         県記録   26.48

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 2 大  分 伊達　優笑 大分市ＳＳ 小4

ﾀﾞﾃ ﾕｴ ｵｵｲﾀｼSS    34.95

  2  2/ 8 大  分 川崎　海音 大分市ＳＳ 小4

ｶﾜｻｷ ｶﾉﾝ ｵｵｲﾀｼSS    35.27

  3  2/ 6 大  分 吉田　葉音 山本JSC 小4

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾉ ﾔﾏﾓﾄJSC    35.63

  4  1/ 4 大  分 松本　来海 つくみＪＳＣ 小4

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳ ﾂｸﾐｼﾞｭﾆｱ    36.08

  5  1/ 5 大  分 河野　泰來 サーフＳＴＯ 小4

ｶﾜﾉ ﾀｲﾗ ｻ-ﾌSTO    36.17

  6  2/ 7 大  分 佐之瀬穂花 日田Ｓ＆Ｔ 小4

ｻﾉｾ ﾎﾉｶ ﾋﾀS&T    36.29

  7  2/ 1 大  分 松本　桜空 TST 小5

ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾗ TST    36.48

  8  1/ 6 大  分 後藤　葉日 ＸＹＺ別府 小4

ｺﾞﾄｳ ﾖｳｶ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    36.66

  9  1/ 3 大  分 平川　にこ 山本JSC 小4

ﾋﾗｶﾜ ﾆｺ ﾔﾏﾓﾄJSC    37.34
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種目別競技結果
競技№：   9 女子   50m 自由形 タイム決勝

11歳

         県記録   26.48

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  6/ 6 大  分 中村あすか コナミ大分 小5

ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    29.22

  2  5/ 8 大  分 波多野愛來 コナミ大分 小5

ﾊﾀﾞﾉ ｱｲﾗ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    31.34

  3  3/ 8 大  分 寺司　　稟 ビート大在 小5

ﾃﾗｼﾞ ﾘﾝ ﾋﾞｰﾄｵｵｻﾞ    32.50

  4  4/ 7 大  分 岡崎　心菜 大西ＳＳ 小5

ｵｶｻﾞｷ ｺｺﾅ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    32.61

  5  4/ 2 大  分 山路　こあ 大西ＳＳ 小5

ﾔﾏｼﾞ ｺｱ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    32.70

  6  3/ 1 大  分 立木　仁子 SACOT 小6

ﾀﾁｷ ﾆｺ SACOT    32.89

  7  4/ 6 大  分 下ノ平鈴梨 大西ＳＳ 小6

ｼﾓﾉﾋﾗ ﾘﾘ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    33.22

  8  3/ 6 大  分 山本　沙和 山本JSC 小5

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ ﾔﾏﾓﾄJSC    33.52

  9  2/ 5 大  分 柴田　椛琳 山本JSC 小5

ｼﾊﾞﾀ ｶﾘﾝ ﾔﾏﾓﾄJSC    35.45

 10  2/ 4 大  分 田中文梨沙 大西ＳＳ 小5

ﾀﾅｶ ｱﾘｽ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    35.72
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種目別競技結果
競技№：   9 女子   50m 自由形 タイム決勝

12歳

         県記録   26.48

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  5/ 4 大  分 三重野葵衣 大分市ＳＳ 小6

ﾐｴﾉ ｱｵｲ ｵｵｲﾀｼSS    30.27

  2  6/ 1 大  分 小倉　苺歌 大西ＳＳ 小6

ｵｸﾞﾗ ｲﾁｶ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    30.44

  3  5/ 6 大  分 波多野桃愛 コナミ大分 中1

ﾊﾀﾞﾉ ﾓｱ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    30.77

  4  4/ 3 大  分 島井キラリ 大西ＳＳ 中1

ｼﾏｲ ｷﾗﾘ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    31.43

  5  4/ 1 大  分 牧　　知世 コナミ大分 小6

ﾏｷ ﾄﾓﾖ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    32.08

  6  5/ 1 大  分 柴田　紗彩 コナミ大分 小6

ｼﾊﾞﾀ ｻｱﾔ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    32.22

  7  3/ 7 大  分 山上　真佳 ＸＹＺ別府 小6

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾏﾅｶ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    32.52

  8  4/ 8 大  分 伊達　心優 大分市ＳＳ 中1

ﾀﾞﾃ ﾐﾕ ｵｵｲﾀｼSS    32.59

  9  3/ 5 大  分 小野ひなた わかあゆＳＣ 小6

ｵﾉ ﾋﾅﾀ ﾜｶｱﾕSC    32.85

 10  2/ 3 大  分 北尾　美桜 コナミ大分 小6

ｷﾀｵ ﾐｵｳ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    34.89

 4/ 4 大  分 髙倉　伊織 日田Ｓ＆Ｔ 小6

ﾀｶｸﾗ ｲｵﾘ ﾋﾀS&T 棄権
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種目別競技結果
競技№：   9 女子   50m 自由形 タイム決勝

13歳

         県記録   26.48

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  6/ 4 大  分 土居　佑奈 杵築育泳会 中2

ﾄﾞｲ ﾕｳﾅ ｷﾂｷｲｸｴｲｶ    28.99

  2  6/ 7 大  分 石田　未来 大西ＳＳ 中2

ｲｼﾀﾞ ﾐｸ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    29.75

  3  6/ 2 大  分 森山　蒼來 日田Ｓ＆Ｔ 中2

ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ ﾋﾀS&T    30.01

  4  6/ 3 大  分 吉田　　陽 大西ＳＳ 中1

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    30.19

  5  5/ 7 大  分 中村　花梨 ＸＹＺ別府 中2

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    30.95

  6  4/ 5 大  分 加茂　明音 コナミ大分 中1

ｶﾓ ｱｶﾈ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    31.13

  7  3/ 4 大  分 堀　智紗乃 サーフＳＴＯ 中2

ﾎﾘ ﾁｻﾉ ｻ-ﾌSTO    32.47

  8  3/ 3 大  分 森永　百香 大分市ＳＳ 中1

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾓﾓｶ ｵｵｲﾀｼSS    33.09

競技№：   9 女子   50m 自由形 タイム決勝

14歳

         県記録   26.48

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  7/ 8 大  分 松原　　心 大分市ＳＳ 中2

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｺﾛ ｵｵｲﾀｼSS    29.30

  2  6/ 8 大  分 御手洗心音 SACOT 中3

ﾐﾀﾗｲ ｼﾉ SACOT    30.02

  3  5/ 3 大  分 中村　優那 コナミ大分 中2

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    30.46

  4  5/ 5 大  分 阿座上　凛 コナミ大分 中2

ｱｻﾞｶﾐ ﾘﾝ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    30.93
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種目別競技結果
競技№：   9 女子   50m 自由形 タイム決勝

15-16歳

         県記録   26.48

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  7/ 5 大  分 山中　すず 大西ＳＳ 高1

ﾔﾏﾅｶ ｽｽﾞ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    26.93

  2  7/ 1 大  分 大野　芹奈 ＸＹＺ別府 高2

ｵｵﾉ ｾﾘﾅ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    28.69

  3  6/ 5 大  分 小野　梨花 別府翔青高 高1

ｵﾉ ﾘﾝｶ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ    29.08

  4  5/ 2 大  分 高山　凛花 大西ＳＳ 高1

ｺｳﾔﾏ ﾘﾝｶ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    30.71

競技№：   9 女子   50m 自由形 タイム決勝

17歳以上

         県記録   26.48

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  7/ 4 大  分 若林　礼華 佐伯鶴城 高2

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ ｶｸｼﾞｮｳST    27.56

  2  7/ 3 大  分 立山　青葉 大分雄城台高 高2

ﾀﾃﾔﾏ ｱｵﾊﾞ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    27.65

  3  7/ 6 大  分 楳木　麻央 ＸＹＺ別府 高2

ｳﾒｷ ﾏｵ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    27.75

  4  7/ 2 大  分 福原なつみ 佐伯鶴城 高3

ﾌｸﾊﾗ ﾅﾂﾐ ｶｸｼﾞｮｳST    28.21

  5  7/ 7 大  分 菅野　結葵 佐伯鶴城 高2

ｶﾝﾉ ﾕｳｷ ｶｸｼﾞｮｳST    29.10
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種目別競技結果
競技№：  10 男子   50m 自由形 タイム決勝

9歳以下

         県記録   21.93

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  4/ 2 大  分 河野　瑞貴 大西ＳＳ 小4

ｶﾜﾉ ﾐｽﾞｷ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    36.50

  2  2/ 5 大  分 松本　晴空 SACOT 小3

ﾏﾂﾓﾄ ｾﾗ SACOT    36.71

  3  2/ 3 大  分 木村　祇統 山本JSC 小3

ｷﾑﾗ ｼﾄﾞｳ ﾔﾏﾓﾄJSC    37.67

  4  2/ 7 大  分 岩熊　晃司 ＸＹＺ別府 小2

ｲﾜｸﾏ ｺｳｼ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    37.98

  5  2/ 1 大  分 岡田　一保 ＸＹＺ別府 小3

ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾎ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    38.91

  6  1/ 3 大  分 池崎　穏人 大分市ＳＳ 小3

ｲｹｻﾞｷ ｵﾄ ｵｵｲﾀｼSS    39.06

  7  1/ 5 大  分 山本　恵士 山本JSC 小2

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾄ ﾔﾏﾓﾄJSC    39.96

 1/ 4 大  分 佐野　理人 山本JSC 小3

ｻﾉ ﾘﾋﾄ ﾔﾏﾓﾄJSC 棄権

競技№：  10 男子   50m 自由形 タイム決勝

10歳

         県記録   21.93

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  5/ 1 大  分 赤峯　佑都 ビート大在 小4

ｱｶﾐﾈ ﾕｳﾄ ﾋﾞｰﾄｵｵｻﾞ    31.41

  2  3/ 2 大  分 中西　泰雅 ＸＹＺ別府 小4

ﾅｶﾆｼ ﾀｲｶﾞ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    32.39

  3  2/ 4 大  分 馬渡　悠成 コナミ大分 小4

ﾓｳﾀｲ ﾕｳｾｲ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    33.46

  4  3/ 8 大  分 山本　隼士 山本JSC 小4

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ ﾔﾏﾓﾄJSC    35.54

  5  2/ 2 大  分 石児遼太郎 杵築育泳会 小5

ｲｼｺ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｷﾂｷｲｸｴｲｶ    36.18

  6  3/ 1 大  分 田辺　隼斗 大分市ＳＳ 小4

ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ ｵｵｲﾀｼSS    36.21

  7  2/ 6 大  分 河津　永真 大分市ＳＳ 小4

ｶﾜﾂﾞ ﾄｳﾏ ｵｵｲﾀｼSS    36.49
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種目別競技結果
競技№：  10 男子   50m 自由形 タイム決勝

11歳

         県記録   21.93

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  5/ 2 大  分 小野　火斑 ＸＹＺ別府 小5

ｵﾉ ﾅﾓﾐ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    31.04

  2  4/ 5 大  分 高橋洸乃介 日田Ｓ＆Ｔ 小5

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾉｽｹ ﾋﾀS&T    32.33

  3  4/ 6 大  分 中尾　好古 ＸＹＺ別府 小5

ﾅｶｵ ﾖｼﾌﾙ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    32.51

  4  5/ 7 大  分 坂田　響哉 大西ＳＳ 小6

ｻｶﾀ ｷｮｳﾔ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    32.61

  5  4/ 3 大  分 古川　冬馬 山本JSC 小5

ﾌﾙｶﾜ ﾄｳﾏ ﾔﾏﾓﾄJSC    32.67

  6  4/ 1 大  分 小川　琉惟 山本JSC 小5

ｵｶﾞﾜ ﾙｲ ﾔﾏﾓﾄJSC    32.98

  7  4/ 8 大  分 多田倖太朗 コナミ大分 小5

ﾀﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    33.44

  8  3/ 7 大  分 矢田　奏汰 ＸＹＺ別府 小5

ﾔﾀﾞ ｶﾅﾀ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    33.68

  9  4/ 7 大  分 合澤　蒼風 大分市ＳＳ 小5

ｱｲｻﾞﾜ ｿｳ ｵｵｲﾀｼSS    34.48

 10  3/ 4 大  分 渡辺　剣士 大分市ＳＳ 小5

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ ｵｵｲﾀｼSS    34.65

 11  3/ 6 大  分 高岡　　拓 山本JSC 小5

ﾀｶｵｶ ﾋﾗｸ ﾔﾏﾓﾄJSC    35.77

 12  3/ 3 大  分 浜田　漣斗 山本JSC 小5

ﾊﾏﾀﾞ ﾚﾝﾄ ﾔﾏﾓﾄJSC    35.89

 13  3/ 5 大  分 権田　真平 大西ＳＳ 小5

ｺﾞﾝﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    37.29
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種目別競技結果
競技№：  10 男子   50m 自由形 タイム決勝

12歳

         県記録   21.93

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  6/ 1 大  分 岩熊　悠晴 ＸＹＺ別府 小6

ｲﾜｸﾏ ﾕｳｾｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    28.54

  2  5/ 5 大  分 河野　弘貴 大西ＳＳ 小6

ｶﾜﾉ ｺｳｷ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    31.13

  3  5/ 8 大  分 福田　翔叶 コナミ大分 小6

ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    31.24

競技№：  10 男子   50m 自由形 タイム決勝

13歳

         県記録   21.93

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  8/ 1 大  分 左藤　優貴 コナミ大分 中1

ｻﾄｳ ﾕｳｷ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    25.94

  2  7/ 4 大  分 池崎　　結 大分市ＳＳ 中1

ｲｹｻﾞｷ ﾕｳ ｵｵｲﾀｼSS    26.78

  3  7/ 8 大  分 岩見　仁吾 コナミ大分 中1

ｲﾜﾐ ｼﾞﾝｺﾞ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    28.43

  4  6/ 6 大  分 布木　智悠 ＸＹＺ別府 中1

ﾌｷ ﾄﾓﾋｻ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    28.57

  5  6/ 3 大  分 安東　希渉 コナミ大分 中1

ｱﾝﾄﾞｳ ﾉｱ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    28.58

  6  6/ 4 大  分 山田　柊空 SACOT 中1

ﾔﾏﾀﾞ ﾄｳｱ SACOT    28.72

  7  5/ 4 大  分 江田　悠誠 日田Ｓ＆Ｔ 中1

ｺｳﾀﾞ ﾕｳｾｲ ﾋﾀS&T    30.58

  8  6/ 8 大  分 足立廉汰郎 コナミ大分 中1

ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝﾀﾛｳ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    30.68

  9  5/ 6 大  分 中村　　蓮 大分市ＳＳ 中1

ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ ｵｵｲﾀｼSS    30.82

 10  4/ 4 大  分 後藤　一斗 ＸＹＺ別府 中1

ｺﾞﾄｳ ｲﾁﾄ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    31.18

 7/ 7 大  分 上野　優真 コナミ大分 中1

ｳｴﾉ ﾕｳｼﾝ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ 棄権
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種目別競技結果
競技№：  10 男子   50m 自由形 タイム決勝

14歳

         県記録   21.93

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  9/ 3 大  分 占部　寛樹 大西ＳＳ 中2

ｳﾗﾍﾞ ﾋﾛｷ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    24.84

  2  7/ 3 大  分 鈴木　凰太 コナミ大分 中2

ｽｽﾞｷ ｵｳﾀ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    27.97

  3  5/ 3 大  分 潟永　朔弥 コナミ大分 中2

ｶﾞﾀﾅｶﾞ ｻｸﾔ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    29.34

  4  6/ 7 大  分 河野　晃希 日田Ｓ＆Ｔ 中2

ｶﾜﾉ ｺｳｷ ﾋﾀS&T    29.47

  5  6/ 2 大  分 大平　有真 臼杵ＳＳ 中2

ｵｵﾋﾗ ﾕｳﾏ ｳｽｷSS    30.68

 6/ 5 大  分 荒川　桐伍 TST 中2

ｱﾗｶﾜ ﾄｳｺﾞ TST 棄権

 8/ 2 大  分 松本　　晄 SACOT 中2

ﾏﾂﾓﾄ ｷﾗ SACOT 棄権

 8/ 5 大  分 多田龍ノ介 コナミ大分 中2

ﾀﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ 棄権
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種目別競技結果
競技№：  10 男子   50m 自由形 タイム決勝

15-16歳

         県記録   21.93

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  9/ 4 大  分 入江　崇也 佐伯鶴城 高1

ｲﾘｴ ﾀｶﾔ ｶｸｼﾞｮｳST    23.94

  2  9/ 5 大  分 宮田幸生羅 ＸＹＺ別府 中3

ﾐﾔﾀ ｻｲﾗ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    24.46

  3  8/ 6 大  分 福原　幸太 佐伯鶴城 高1

ﾌｸﾊﾗ ｺｳﾀ ｶｸｼﾞｮｳST    25.01

  4  8/ 7 大  分 布木　絢也 ＸＹＺ別府 中3

ﾌｷ ﾊﾙﾔ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    25.74

  5  8/ 4 大  分 石原　暖太 佐伯鶴城 高1

ｲｼﾊﾗ ﾊﾙﾀ ｶｸｼﾞｮｳST    25.84

  6  7/ 5 大  分 永瀬　芽吹 ＸＹＺ別府 中3

ﾅｶﾞｾ ｲﾌﾞｷ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    26.15

  7  7/ 6 大  分 野末　拓巳 別府翔青高 高1

ﾉｽｴ ﾀｸﾐ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ    27.71

  8  7/ 2 大  分 田吹　　匠 大分鶴崎 高1

ﾀﾌﾞｷ ﾀｸﾐ ｵｵｲﾀﾂﾙｻｷ    28.02

 7/ 1 大  分 橋本　圭汰 大西ＳＳ 高1

ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ 棄権
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種目別競技結果
競技№：  10 男子   50m 自由形 タイム決勝

17歳以上

         県記録   21.93

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  9/ 7 大  分 池﨑　勇真 大分雄城台高 高2

ｲｹｻﾞｷ ﾕｳﾏ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    24.74

  2  9/ 6 大  分 永家　智志 サーフＳＴＯ

ﾅｶﾞｲｴ ﾄﾓﾕｷ ｻ-ﾌSTO    24.91

  3  9/ 2 大  分 野木　達成 大分雄城台高 高2

ﾉｷﾞ ﾀﾂﾅﾘ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    24.95

  4  9/ 1 大  分 原　　知輝 佐伯鶴城 高2

ﾊﾗ ﾄﾓｷ ｶｸｼﾞｮｳST    25.08

  5  9/ 8 大  分 谷井虎太郎 ＸＹＺ別府 高3

ﾀﾆｲ ｺﾀﾛｳ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    25.18

  6  8/ 8 大  分 渡邉　颯太 大分鶴崎 高2

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ ｵｵｲﾀﾂﾙｻｷ    27.26

  7  8/ 3 大  分 千歳　航輝 大分市ＳＳ 高2

ｾﾝｻﾞｲ ｺｳｷ ｵｵｲﾀｼSS    38.09
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種目別競技結果
競技№：  11 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝

9歳以下

         県記録   32.79

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 宿　文皓依 ＸＹＺ別府 小3

ｼｭｸ ﾌﾞﾝｺｳｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    45.94

  2  1/ 5 大  分 御手洗天音 SACOT 小4

ﾐﾀﾗｲ ﾃﾝ SACOT    47.05

 1/ 3 大  分 宮澤　　舞 ＸＹＺ別府 小2

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ 棄権

競技№：  11 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝

11歳

         県記録   32.79

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 2 大  分 宿　文皓明 ＸＹＺ別府 小5

ｼｭｸ ﾌﾞﾝｺｳﾒｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    38.38

  2  2/ 1 大  分 寺司　　稟 ビート大在 小5

ﾃﾗｼﾞ ﾘﾝ ﾋﾞｰﾄｵｵｻﾞ    39.04

  3  2/ 6 大  分 神崎　日葵 SACOT 小5

ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾅﾀ SACOT    39.88

競技№：  11 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝

12歳

         県記録   32.79

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 神田　結衣 大西ＳＳ 小6

ｶﾝﾀﾞ ﾕｲ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    37.63

  2  2/ 3 大  分 村本　　麗 大西ＳＳ 小6

ﾑﾗﾓﾄ ｳﾗﾗ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    38.66

  3  2/ 5 大  分 大崎菜津美 大西ＳＳ 小6

ｵｵｻｷ ﾅﾂﾐ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    39.66

  4  2/ 7 大  分 波多野桃愛 コナミ大分 中1

ﾊﾀﾞﾉ ﾓｱ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    40.08

  5  2/ 8 大  分 小野ひなた わかあゆＳＣ 小6

ｵﾉ ﾋﾅﾀ ﾜｶｱﾕSC    45.43
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種目別競技結果
競技№：  11 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝

17歳以上

         県記録   32.79

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 7 大  分 佐藤　　愛 ＸＹＺ別府 高2

ｻﾄｳ ｱｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    38.34
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種目別競技結果
競技№：  12 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

9歳以下

         県記録   27.44

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 岡田　一保 ＸＹＺ別府 小3

ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾎ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    47.72

  2  1/ 5 大  分 松下　晴一 SACOT 小4

ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙｲﾁ SACOT    49.50

 1/ 4 大  分 木村　祇統 山本JSC 小3

ｷﾑﾗ ｼﾄﾞｳ ﾔﾏﾓﾄJSC 棄権

競技№：  12 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

10歳

         県記録   27.44

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 2 大  分 赤峯　佑都 ビート大在 小4

ｱｶﾐﾈ ﾕｳﾄ ﾋﾞｰﾄｵｵｻﾞ    37.39

競技№：  12 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

11歳

         県記録   27.44

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 6 大  分 小野　佑人 つくみＪＳＣ 小5

ｵﾉ ﾕｳﾄ ﾂｸﾐｼﾞｭﾆｱ    37.42

  2  2/ 7 大  分 坂田　響哉 大西ＳＳ 小6

ｻｶﾀ ｷｮｳﾔ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    40.17

  3  2/ 1 大  分 権田　真平 大西ＳＳ 小5

ｺﾞﾝﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    46.97
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種目別競技結果
競技№：  12 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

12歳

         県記録   27.44

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 3 大  分 谷本　虎隆 サーフＳＴＯ 小6

ﾀﾆﾓﾄ ﾄﾗﾀｶ ｻ-ﾌSTO    36.69

競技№：  12 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

14歳

         県記録   27.44

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  3/ 3 大  分 熊谷　大翔 大西ＳＳ 中2

ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙﾄ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    33.37

  2  3/ 2 大  分 荒川　桐伍 TST 中2

ｱﾗｶﾜ ﾄｳｺﾞ TST    33.73

競技№：  12 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

15-16歳

         県記録   27.44

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  3/ 5 大  分 相馬　陽翔 ＸＹＺ別府 中3

ｿｳﾏ ﾊﾙﾄ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    32.01

  2  3/ 6 大  分 小野　瑛太 つくみＪＳＣ 中3

ｵﾉ ｴｲﾀ ﾂｸﾐｼﾞｭﾆｱ    32.43

  3  3/ 4 大  分 布木　絢也 ＸＹＺ別府 中3

ﾌｷ ﾊﾙﾔ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    32.85
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種目別競技結果
競技№：  12 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

17歳以上

         県記録   27.44

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 宇都宮　忍 佐伯鶴城 高2

ｳﾂﾉﾐﾔ ｼﾞﾝ ｶｸｼﾞｮｳST    30.84

  2  2/ 5 大  分 竹津　彩貴 佐伯鶴城 高2

ﾀｹﾂ ｱﾔｷ ｶｸｼﾞｮｳST    32.36
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種目別競技結果
競技№：  13 女子  400m 個人メドレー タイム決勝

15-16歳

         県記録 4:54.24

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 山川　響暉 大分雄城台高 高1

ﾔﾏｶﾜ ﾋﾋﾞｷ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  5:02.25

    31.85   1:08.40   1:45.68   2:23.19   3:06.41   3:50.32   4:26.94
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種目別競技結果
競技№：  14 男子  400m 個人メドレー タイム決勝

15-16歳

         県記録 4:14.35

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 5 大  分 松浦　巧実 別府翔青高 高2

ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾐ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ  5:04.28

    32.25   1:08.83   1:49.79   2:29.58   3:12.01   3:55.24   4:30.54

  2  1/ 6 大  分 清原　武士 大分雄城台高 高1

ｷﾖﾊﾗ ﾀｹｼ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  5:13.49

    32.13   1:09.32   1:49.90   2:30.43   3:14.35   4:00.10   4:37.59
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種目別競技結果
競技№：  15 女子  800m 自由形 タイム決勝

13歳

         県記録 8:48.60

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 亀井　　杏 臼杵ＳＳ 中1

ｶﾒｲ ｱﾝ ｳｽｷSS  9:59.21

  1:10.75   2:25.70   3:39.88   4:54.83   6:10.92   7:27.16   8:44.13

競技№：  15 女子  800m 自由形 タイム決勝

14歳

         県記録 8:48.60

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 5 大  分 後藤果菜子 わかあゆＳＣ 中2

ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ ﾜｶｱﾕSC  9:14.82

  1:05.01   2:13.93   3:23.55   4:34.05   5:44.66   6:55.34   8:06.63

競技№：  15 女子  800m 自由形 タイム決勝

15-16歳

         県記録 8:48.60

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 小野　梨花 別府翔青高 高1

ｵﾉ ﾘﾝｶ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ  9:34.19

  1:07.52   2:19.80   3:32.43   4:45.25   5:57.97   7:10.97   8:23.81

  2  1/ 2 大  分 宇都宮杏莉 津久見高校 高2

ｳﾂﾉﾐﾔ ｱﾝﾘ ﾂｸﾐｺｳｺｳ 10:12.97

  1:11.39   2:26.84   3:43.00   5:00.79   6:18.95   7:37.44   8:56.46

  3  1/ 6 大  分 高山　凛花 大西ＳＳ 高1

ｺｳﾔﾏ ﾘﾝｶ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ 10:15.74

  1:10.85   2:27.08   3:44.67   5:02.94   6:20.94   7:40.12   8:59.30

  4  1/ 7 大  分 中市　　遥 津久見高校 高1

ﾅｶｲﾁ ﾊﾙｶ ﾂｸﾐｺｳｺｳ 10:32.20

  1:10.78   2:28.57   3:47.85   5:08.45   6:30.05   7:52.03   9:12.59
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種目別競技結果
競技№：  15 女子  800m 自由形 タイム決勝

17歳以上

         県記録 8:48.60

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 1 大  分 松原　萌唯 大分市ＳＳ 高2

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾒｲ ｵｵｲﾀｼSS 10:08.62

  1:12.30   2:28.92   3:45.85   5:03.54   6:20.14   7:36.41   8:53.28
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種目別競技結果
競技№：  16 男子 1500m 自由形 タイム決勝

14歳

         県記録15:34.23

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年   800m   記録

  1  1/ 2 大  分 仲尾　悠里 わかあゆＳＣ 中2 10:15.49       

ﾅｶｵ ﾕｳﾘ ﾜｶｱﾕSC 19:20.93

  1:11.36   2:27.09   3:44.70   5:02.74   6:21.48   7:39.27   8:57.75  10:15.49

 11:34.08  12:51.88  14:10.06  15:28.28  16:46.50  18:04.93

競技№：  16 男子 1500m 自由形 タイム決勝

15-16歳

         県記録15:34.23

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年   800m   記録

  1  1/ 3 大  分 渡辺　凌平 佐伯鶴城 高1  8:55.42       

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｶｸｼﾞｮｳST 16:55.16

  1:02.92   2:09.36   3:16.22   4:23.12   5:30.73   6:38.66   7:46.75   8:55.42

 10:03.83  11:12.60  12:21.18  13:29.88  14:38.52  15:46.76

  2  1/ 5 大  分 豊川　達也 別府翔青高 高1  9:11.32       

ﾄﾖｶﾜ ﾀﾂﾔ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ 17:22.57

  1:04.88   2:12.75   3:21.41   4:30.67   5:40.95   6:50.41   8:00.77   9:11.32

 10:22.45  11:33.48  12:43.39  13:53.74  15:03.95  16:13.89

競技№：  16 男子 1500m 自由形 タイム決勝

17歳以上

         県記録15:34.23

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年   800m   記録

  1  1/ 6 大  分 宮脇　泰心 津久見高校 高2  9:37.87       

ﾐﾔﾜｷ ﾀｲｼﾝ ﾂｸﾐｺｳｺｳ 18:18.92

  1:07.01   2:19.61   3:32.46   4:45.45   5:58.47   7:10.86   8:24.24   9:37.87

 10:51.80  12:05.99  13:20.55  14:35.50  15:50.26  17:05.64

 1/ 4 大  分 伊東　大稀 しんせいＳＣ 大2       

ｲﾄｳ ﾀｲｷ ｼﾝｾｲSC 棄権
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種目別競技結果
競技№：  17 女子   50m バタフライ タイム決勝

9歳以下

         県記録   27.16

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 2 大  分 柴田　　唯 コナミ大分 小3

ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    34.61

 1/ 1 大  分 小倉　風歌 大西ＳＳ 小3

ｵｸﾞﾗ ﾌｳｶ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ 棄権

競技№：  17 女子   50m バタフライ タイム決勝

10歳

         県記録   27.16

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 7 大  分 河野　泰來 サーフＳＴＯ 小4

ｶﾜﾉ ﾀｲﾗ ｻ-ﾌSTO    38.46

  2  1/ 8 大  分 後藤　葉日 ＸＹＺ別府 小4

ｺﾞﾄｳ ﾖｳｶ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    38.79

競技№：  17 女子   50m バタフライ タイム決勝

11歳

         県記録   27.16

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 中村あすか コナミ大分 小5

ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    31.31
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種目別競技結果
競技№：  17 女子   50m バタフライ タイム決勝

12歳

         県記録   27.16

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 小倉　苺歌 大西ＳＳ 小6

ｵｸﾞﾗ ｲﾁｶ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    33.58

  2  1/ 5 大  分 村本　　麗 大西ＳＳ 小6

ﾑﾗﾓﾄ ｳﾗﾗ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    33.94

  3  1/ 6 大  分 牧　　知世 コナミ大分 小6

ﾏｷ ﾄﾓﾖ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    36.16

競技№：  17 女子   50m バタフライ タイム決勝

13歳

         県記録   27.16

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 5 大  分 森山　蒼來 日田Ｓ＆Ｔ 中2

ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ ﾋﾀS&T    31.02

  2  2/ 7 大  分 森永　百香 大分市ＳＳ 中1

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾓﾓｶ ｵｵｲﾀｼSS    37.27

競技№：  17 女子   50m バタフライ タイム決勝

17歳以上

         県記録   27.16

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 3 大  分 松原　萌唯 大分市ＳＳ 高2

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾒｲ ｵｵｲﾀｼSS    33.07
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種目別競技結果
競技№：  18 男子   50m バタフライ タイム決勝

9歳以下

         県記録   23.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 6 大  分 河野　瑞貴 大西ＳＳ 小4

ｶﾜﾉ ﾐｽﾞｷ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    40.49 

競技№：  18 男子   50m バタフライ タイム決勝

10歳

         県記録   23.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 馬渡　悠成 コナミ大分 小4

ﾓｳﾀｲ ﾕｳｾｲ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    37.29

  2  1/ 4 大  分 山本　隼士 山本JSC 小4

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ ﾔﾏﾓﾄJSC    38.77

競技№：  18 男子   50m バタフライ タイム決勝

11歳

         県記録   23.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 5 大  分 入江　　駿 SACOT 小5

ｲﾘｴ ｼｭﾝ SACOT    33.34 

  2  2/ 3 大  分 小野　火斑 ＸＹＺ別府 小5

ｵﾉ ﾅﾓﾐ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    34.46 

  3  2/ 2 大  分 中尾　好古 ＸＹＺ別府 小5

ﾅｶｵ ﾖｼﾌﾙ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    35.60 

  4  1/ 5 大  分 矢田　奏汰 ＸＹＺ別府 小5

ﾔﾀﾞ ｶﾅﾀ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    37.05

  5  2/ 7 大  分 小川　琉惟 山本JSC 小5

ｵｶﾞﾜ ﾙｲ ﾔﾏﾓﾄJSC    37.61 
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種目別競技結果
競技№：  18 男子   50m バタフライ タイム決勝

13歳

         県記録   23.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  3/ 6 大  分 左藤　優貴 コナミ大分 中1

ｻﾄｳ ﾕｳｷ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    28.02

競技№：  18 男子   50m バタフライ タイム決勝

14歳

         県記録   23.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  3/ 3 大  分 占部　寛樹 大西ＳＳ 中2

ｳﾗﾍﾞ ﾋﾛｷ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    26.32

競技№：  18 男子   50m バタフライ タイム決勝

15-16歳

         県記録   23.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  3/ 5 大  分 宮田幸生羅 ＸＹＺ別府 中3

ﾐﾔﾀ ｻｲﾗ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    25.93

競技№：  18 男子   50m バタフライ タイム決勝

17歳以上

         県記録   23.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  3/ 4 大  分 野木　達成 大分雄城台高 高2

ﾉｷﾞ ﾀﾂﾅﾘ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    25.57
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種目別競技結果
競技№：  19 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

9歳以下

         県記録   29.17

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 6 大  分 御手洗天音 SACOT 小4

ﾐﾀﾗｲ ﾃﾝ SACOT    45.55

 1/ 3 大  分 小倉　風歌 大西ＳＳ 小3

ｵｸﾞﾗ ﾌｳｶ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ 棄権

競技№：  19 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

10歳

         県記録   29.17

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 8 大  分 吉田　葉音 山本JSC 小4

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾉ ﾔﾏﾓﾄJSC    40.65

  2  1/ 4 大  分 川崎　海音 大分市ＳＳ 小4

ｶﾜｻｷ ｶﾉﾝ ｵｵｲﾀｼSS    40.96

  3  1/ 5 大  分 狹間　小夏 ＸＹＺ別府 小4

ﾊｻﾏ ｺﾅﾂ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    42.77

競技№：  19 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

11歳

         県記録   29.17

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 6 大  分 岡崎　心菜 大西ＳＳ 小5

ｵｶｻﾞｷ ｺｺﾅ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    36.54

  2  2/ 5 大  分 下ノ平鈴梨 大西ＳＳ 小6

ｼﾓﾉﾋﾗ ﾘﾘ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    36.65

  3  2/ 3 大  分 山路　こあ 大西ＳＳ 小5

ﾔﾏｼﾞ ｺｱ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    36.95

  4  2/ 7 大  分 田中文梨沙 大西ＳＳ 小5

ﾀﾅｶ ｱﾘｽ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    39.59

  5  2/ 1 大  分 山本　沙和 山本JSC 小5

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ ﾔﾏﾓﾄJSC    41.70
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種目別競技結果
競技№：  19 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

12歳

         県記録   29.17

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 岩男さくら ＸＹＺ別府 中1

ｲﾜｵ ｻｸﾗ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    33.28

 2/ 2 大  分 髙倉　伊織 日田Ｓ＆Ｔ 小6

ﾀｶｸﾗ ｲｵﾘ ﾋﾀS&T 棄権
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種目別競技結果
競技№：  20 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝

9歳以下

         県記録   25.31

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 5 大  分 岩熊　晃司 ＸＹＺ別府 小2

ｲﾜｸﾏ ｺｳｼ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    43.17

 1/ 3 大  分 佐野　理人 山本JSC 小3

ｻﾉ ﾘﾋﾄ ﾔﾏﾓﾄJSC 棄権

競技№：  20 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝

11歳

         県記録   25.31

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 2 大  分 高橋洸乃介 日田Ｓ＆Ｔ 小5

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾉｽｹ ﾋﾀS&T    35.52 

  2  1/ 4 大  分 繁松　尚仁 わかあゆＳＣ 小6

ｼｹﾞﾏﾂ ﾅｵﾄ ﾜｶｱﾕSC    36.84

  3  2/ 1 大  分 古川　冬馬 山本JSC 小5

ﾌﾙｶﾜ ﾄｳﾏ ﾔﾏﾓﾄJSC    39.44 

  4  2/ 7 大  分 合澤　蒼風 大分市ＳＳ 小5

ｱｲｻﾞﾜ ｿｳ ｵｵｲﾀｼSS    40.11 

競技№：  20 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝

12歳

         県記録   25.31

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 6 大  分 河野　弘貴 大西ＳＳ 小6

ｶﾜﾉ ｺｳｷ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    35.69 
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種目別競技結果
競技№：  21 女子  100m 自由形 タイム決勝

9歳以下

         県記録   57.76

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 宿　文皓依 ＸＹＺ別府 小3

ｼｭｸ ﾌﾞﾝｺｳｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:19.28

    37.35

  2  1/ 5 大  分 松本　茜空 TST 小2

ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾈ TST  1:25.69

    41.65

競技№：  21 女子  100m 自由形 タイム決勝

10歳

         県記録   57.76

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 伊達　優笑 大分市ＳＳ 小4

ﾀﾞﾃ ﾕｴ ｵｵｲﾀｼSS  1:15.00

    35.72

  2  2/ 8 大  分 松本　桜空 TST 小5

ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾗ TST  1:20.85

    38.83

競技№：  21 女子  100m 自由形 タイム決勝

11歳

         県記録   57.76

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  3/ 7 大  分 波多野愛來 コナミ大分 小5

ﾊﾀﾞﾉ ｱｲﾗ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:07.94

    33.37

  2  2/ 4 大  分 寺司　　稟 ビート大在 小5

ﾃﾗｼﾞ ﾘﾝ ﾋﾞｰﾄｵｵｻﾞ  1:10.80

    34.75

  3  2/ 7 大  分 山本　沙和 山本JSC 小5

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ ﾔﾏﾓﾄJSC  1:16.39

    36.04

  4  2/ 1 大  分 柴田　椛琳 山本JSC 小5

ｼﾊﾞﾀ ｶﾘﾝ ﾔﾏﾓﾄJSC  1:17.09

    36.47
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種目別競技結果
競技№：  21 女子  100m 自由形 タイム決勝

12歳

         県記録   57.76

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  3/ 4 大  分 三重野葵衣 大分市ＳＳ 小6

ﾐｴﾉ ｱｵｲ ｵｵｲﾀｼSS  1:04.77

    31.31

  2  3/ 6 大  分 波多野桃愛 コナミ大分 中1

ﾊﾀﾞﾉ ﾓｱ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:08.24

    32.99

  3  3/ 1 大  分 柴田　紗彩 コナミ大分 小6

ｼﾊﾞﾀ ｻｱﾔ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:08.82

    33.20

  4  2/ 5 大  分 伊達　心優 大分市ＳＳ 中1

ﾀﾞﾃ ﾐﾕ ｵｵｲﾀｼSS  1:10.52

    33.93

  5  2/ 3 大  分 牧　　知世 コナミ大分 小6

ﾏｷ ﾄﾓﾖ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:11.15

    34.38

  6  2/ 6 大  分 山上　真佳 ＸＹＺ別府 小6

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾏﾅｶ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:11.21

    34.65

競技№：  21 女子  100m 自由形 タイム決勝

13歳

         県記録   57.76

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  4/ 8 大  分 吉田　　陽 大西ＳＳ 中1

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:05.30

    31.48

  2  3/ 8 大  分 加茂　明音 コナミ大分 中1

ｶﾓ ｱｶﾈ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:09.02

    33.12

  3  2/ 2 大  分 堀　智紗乃 サーフＳＴＯ 中2

ﾎﾘ ﾁｻﾉ ｻ-ﾌSTO  1:18.29

    35.46
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種目別競技結果
競技№：  21 女子  100m 自由形 タイム決勝

14歳

         県記録   57.76

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  4/ 2 大  分 松原　　心 大分市ＳＳ 中2

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｺﾛ ｵｵｲﾀｼSS  1:02.49

    30.06

  2  3/ 5 大  分 中村　優那 コナミ大分 中2

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:07.02

    32.26

  3  3/ 2 大  分 阿座上　凛 コナミ大分 中2

ｱｻﾞｶﾐ ﾘﾝ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:10.48

    33.10

競技№：  21 女子  100m 自由形 タイム決勝

15-16歳

         県記録   57.76

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  4/ 4 大  分 山中　すず 大西ＳＳ 高1

ﾔﾏﾅｶ ｽｽﾞ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ    58.77

    28.46

  2  4/ 7 大  分 小野　梨花 別府翔青高 高1

ｵﾉ ﾘﾝｶ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ  1:02.75

    30.27

  3  4/ 1 大  分 若林　繭子 津久見高校 高1

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ ﾂｸﾐｺｳｺｳ  1:04.97

    30.96

  4  3/ 3 大  分 藤本　　明 別府翔青高 高1

ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｶﾘ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ  1:07.63

    32.22
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種目別競技結果
競技№：  21 女子  100m 自由形 タイム決勝

17歳以上

         県記録   57.76

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  4/ 3 大  分 立山　青葉 大分雄城台高 高2

ﾀﾃﾔﾏ ｱｵﾊﾞ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    58.88

    28.71

  2  4/ 5 大  分 若林　礼華 佐伯鶴城 高2

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ ｶｸｼﾞｮｳST    59.35

    28.95

  3  4/ 6 大  分 福原なつみ 佐伯鶴城 高3

ﾌｸﾊﾗ ﾅﾂﾐ ｶｸｼﾞｮｳST  1:02.14

    29.90
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種目別競技結果
競技№：  22 男子  100m 自由形 タイム決勝

9歳以下

         県記録   48.47

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 河野　瑞貴 大西ＳＳ 小4

ｶﾜﾉ ﾐｽﾞｷ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:20.94

    38.61

  2  1/ 6 大  分 松下　晴一 SACOT 小4

ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙｲﾁ SACOT  1:22.13

    39.00

  3  1/ 2 大  分 池崎　穏人 大分市ＳＳ 小3

ｲｹｻﾞｷ ｵﾄ ｵｵｲﾀｼSS  1:28.08

    41.68

競技№：  22 男子  100m 自由形 タイム決勝

10歳

         県記録   48.47

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 8 大  分 中西　泰雅 ＸＹＺ別府 小4

ﾅｶﾆｼ ﾀｲｶﾞ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:13.66

    34.09

  2  1/ 3 大  分 河津　永真 大分市ＳＳ 小4

ｶﾜﾂﾞ ﾄｳﾏ ｵｵｲﾀｼSS  1:20.26

    38.33

  3  1/ 5 大  分 田辺　隼斗 大分市ＳＳ 小4

ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ ｵｵｲﾀｼSS  1:20.80

    38.39
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種目別競技結果
競技№：  22 男子  100m 自由形 タイム決勝

11歳

         県記録   48.47

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 5 大  分 小野　火斑 ＸＹＺ別府 小5

ｵﾉ ﾅﾓﾐ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:08.44

    33.13

  2  3/ 3 大  分 入江　　駿 SACOT 小5

ｲﾘｴ ｼｭﾝ SACOT  1:10.87

    34.98

  3  2/ 2 大  分 古川　冬馬 山本JSC 小5

ﾌﾙｶﾜ ﾄｳﾏ ﾔﾏﾓﾄJSC  1:14.77

    35.45

  4  2/ 7 大  分 小川　琉惟 山本JSC 小5

ｵｶﾞﾜ ﾙｲ ﾔﾏﾓﾄJSC  1:16.53

    35.72

  5  2/ 1 大  分 矢田　奏汰 ＸＹＺ別府 小5

ﾔﾀﾞ ｶﾅﾀ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:17.65

    37.51

  6  2/ 6 大  分 合澤　蒼風 大分市ＳＳ 小5

ｱｲｻﾞﾜ ｿｳ ｵｵｲﾀｼSS  1:18.12

    37.12

競技№：  22 男子  100m 自由形 タイム決勝

12歳

         県記録   48.47

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 3 大  分 福田　翔叶 コナミ大分 小6

ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:10.41

    33.72

  2  3/ 7 大  分 河野　弘貴 大西ＳＳ 小6

ｶﾜﾉ ｺｳｷ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:10.78

    33.56

  3  2/ 4 大  分 大石　真理 コナミ大分 小6

ｵｵｲｼ ﾏｺﾄ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:20.16

    34.13
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種目別競技結果
競技№：  22 男子  100m 自由形 タイム決勝

13歳

         県記録   48.47

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  4/ 4 大  分 左藤　優貴 コナミ大分 中1

ｻﾄｳ ﾕｳｷ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ    57.11

    27.20

  2  4/ 5 大  分 池崎　　結 大分市ＳＳ 中1

ｲｹｻﾞｷ ﾕｳ ｵｵｲﾀｼSS  1:00.31

    28.17

  3  3/ 4 大  分 安東　希渉 コナミ大分 中1

ｱﾝﾄﾞｳ ﾉｱ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:00.82

    29.32

  4  4/ 1 大  分 布木　智悠 ＸＹＺ別府 中1

ﾌｷ ﾄﾓﾋｻ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:01.59

    29.63

  5  3/ 6 大  分 岩見　仁吾 コナミ大分 中1

ｲﾜﾐ ｼﾞﾝｺﾞ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:04.72

    30.93

  6  3/ 5 大  分 山田　柊空 SACOT 中1

ﾔﾏﾀﾞ ﾄｳｱ SACOT  1:05.76

    31.43

  7  3/ 1 大  分 中村　　蓮 大分市ＳＳ 中1

ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ ｵｵｲﾀｼSS  1:07.40

    32.09

  8  3/ 2 大  分 足立廉汰郎 コナミ大分 中1

ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝﾀﾛｳ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:08.65

    32.43

  9  3/ 8 大  分 後藤　一斗 ＸＹＺ別府 中1

ｺﾞﾄｳ ｲﾁﾄ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:10.96

    33.77

 4/ 3 大  分 上野　優真 コナミ大分 中1

ｳｴﾉ ﾕｳｼﾝ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ 棄権

競技№：  22 男子  100m 自由形 タイム決勝

14歳

         県記録   48.47

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  4/ 8 大  分 大平　有真 臼杵ＳＳ 中2

ｵｵﾋﾗ ﾕｳﾏ ｳｽｷSS  1:08.85

    32.58
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種目別競技結果
競技№：  22 男子  100m 自由形 タイム決勝

15-16歳

         県記録   48.47

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  5/ 5 大  分 宮田幸生羅 ＸＹＺ別府 中3

ﾐﾔﾀ ｻｲﾗ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    52.87

    25.81

  2  5/ 1 大  分 布木　絢也 ＸＹＺ別府 中3

ﾌｷ ﾊﾙﾔ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    55.55

    26.50

  3  5/ 2 大  分 後藤麟太郎 大分雄城台高 高1

ｺﾞﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    55.70

    26.89

  4  5/ 6 大  分 福原　幸太 佐伯鶴城 高1

ﾌｸﾊﾗ ｺｳﾀ ｶｸｼﾞｮｳST    56.78

    26.82

  5  5/ 8 大  分 永瀬　芽吹 ＸＹＺ別府 中3

ﾅｶﾞｾ ｲﾌﾞｷ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    56.92

    27.59

  6  5/ 7 大  分 宮崎　天聡 津久見高校 高2

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾄ ﾂｸﾐｺｳｺｳ    57.27

    27.36

  7  4/ 2 大  分 野末　拓巳 別府翔青高 高1

ﾉｽｴ ﾀｸﾐ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ  1:01.09

    29.86

 4/ 7 大  分 橋本　圭汰 大西ＳＳ 高1

ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ 棄権

競技№：  22 男子  100m 自由形 タイム決勝

17歳以上

         県記録   48.47

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  5/ 4 大  分 沓掛　修也 大分雄城台高 高2

ｸﾂｶｹ ｼｭｳﾔ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    52.31

    25.30

  2  5/ 3 大  分 原　　知輝 佐伯鶴城 高2

ﾊﾗ ﾄﾓｷ ｶｸｼﾞｮｳST    55.74

    26.85

  3  4/ 6 大  分 渡邉　颯太 大分鶴崎 高2

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ ｵｵｲﾀﾂﾙｻｷ  1:00.17

    28.69
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種目別競技結果
競技№：  23 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝

9歳以下

         県記録 1:08.05

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

 1/ 8 大  分 宮澤　　舞 ＸＹＺ別府 小2

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ 棄権

競技№：  23 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝

11歳

         県記録 1:08.05

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 6 大  分 神崎　日葵 SACOT 小5

ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾅﾀ SACOT  1:24.12

    40.07

  2  1/ 2 大  分 宿　文皓明 ＸＹＺ別府 小5

ｼｭｸ ﾌﾞﾝｺｳﾒｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:25.02

    39.76

競技№：  23 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝

12歳

         県記録 1:08.05

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 1 大  分 神田　結衣 大西ＳＳ 小6

ｶﾝﾀﾞ ﾕｲ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:22.74

    38.42

  2  1/ 3 大  分 村本　　麗 大西ＳＳ 小6

ﾑﾗﾓﾄ ｳﾗﾗ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:25.04

    39.97

  3  1/ 5 大  分 大崎菜津美 大西ＳＳ 小6

ｵｵｻｷ ﾅﾂﾐ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:28.10

    40.72

  4  1/ 7 大  分 小野ひなた わかあゆＳＣ 小6

ｵﾉ ﾋﾅﾀ ﾜｶｱﾕSC  1:35.07

    45.73
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種目別競技結果
競技№：  23 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝

13歳

         県記録 1:08.05

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 5 大  分 石田　未来 大西ＳＳ 中2

ｲｼﾀﾞ ﾐｸ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:15.22

    35.54

  2  2/ 2 大  分 森山　蒼來 日田Ｓ＆Ｔ 中2

ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ ﾋﾀS&T  1:20.14

    37.49

  3  1/ 4 大  分 土居　佑奈 杵築育泳会 中2

ﾄﾞｲ ﾕｳﾅ ｷﾂｷｲｸｴｲｶ  1:21.12

    37.83

  4  2/ 3 大  分 合澤　風優 大分市ＳＳ 中1

ｱｲｻﾞﾜ ﾌｳ ｵｵｲﾀｼSS  1:21.95

    37.92

  5  1/ 1 大  分 宮田妃果莉 ＸＹＺ別府 中1

ﾐﾔﾀ ﾋｶﾘ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:26.22

    41.04

競技№：  23 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝

15-16歳

         県記録 1:08.05

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 山中　すず 大西ＳＳ 高1

ﾔﾏﾅｶ ｽｽﾞ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:16.95

    36.00

  2  2/ 8 大  分 藤本　　明 別府翔青高 高1

ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｶﾘ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ  1:23.03

    38.81
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種目別競技結果
競技№：  23 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝

17歳以上

         県記録 1:08.05

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 6 大  分 菅野　結葵 佐伯鶴城 高2

ｶﾝﾉ ﾕｳｷ ｶｸｼﾞｮｳST  1:21.01

    38.63

  2  2/ 7 大  分 佐藤　　愛 ＸＹＺ別府 高2

ｻﾄｳ ｱｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:22.90

    39.29
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種目別競技結果
競技№：  24 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝

10歳

         県記録   58.30

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 2 大  分 赤峯　佑都 ビート大在 小4

ｱｶﾐﾈ ﾕｳﾄ ﾋﾞｰﾄｵｵｻﾞ  1:26.72

    40.16

競技№：  24 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝

11歳

         県記録   58.30

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 7 大  分 小野　佑人 つくみＪＳＣ 小5

ｵﾉ ﾕｳﾄ ﾂｸﾐｼﾞｭﾆｱ  1:19.42

    37.97

  2  1/ 1 大  分 渡辺　剣士 大分市ＳＳ 小5

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ ｵｵｲﾀｼSS  1:30.73

    42.68

  3  1/ 8 大  分 権田　真平 大西ＳＳ 小5

ｺﾞﾝﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:43.28

    49.53

競技№：  24 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝

12歳

         県記録   58.30

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 6 大  分 谷本　虎隆 サーフＳＴＯ 小6

ﾀﾆﾓﾄ ﾄﾗﾀｶ ｻ-ﾌSTO  1:16.66

    36.67
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種目別競技結果
競技№：  24 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝

14歳

         県記録   58.30

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 熊谷　大翔 大西ＳＳ 中2

ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙﾄ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:11.46

    33.43

  2  1/ 5 大  分 荒川　桐伍 TST 中2

ｱﾗｶﾜ ﾄｳｺﾞ TST  1:12.24

    34.28

競技№：  24 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝

15-16歳

         県記録   58.30

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 3 大  分 島末　匠真 ＸＹＺ別府 中3

ｼﾏｽｴ ｼｮｳﾏ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:05.17

    30.40

  2  2/ 2 大  分 相馬　陽翔 ＸＹＺ別府 中3

ｿｳﾏ ﾊﾙﾄ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:08.41

    32.88

  3  2/ 8 大  分 小野　瑛太 つくみＪＳＣ 中3

ｵﾉ ｴｲﾀ ﾂｸﾐｼﾞｭﾆｱ  1:11.10

    33.09
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種目別競技結果
競技№：  24 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝

17歳以上

         県記録   58.30

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 池﨑　勇真 大分雄城台高 高2

ｲｹｻﾞｷ ﾕｳﾏ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  1:02.43

    29.76

  2  2/ 5 大  分 豊川　靖也 別府翔青高 高2

ﾄﾖｶﾜ ｾｲﾔ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ  1:05.36

    31.09

  3  2/ 6 大  分 宇都宮　忍 佐伯鶴城 高2

ｳﾂﾉﾐﾔ ｼﾞﾝ ｶｸｼﾞｮｳST  1:06.44

    31.63

  4  2/ 1 大  分 池邉　太陽 大分雄城台高 高2

ｲｹﾍﾞ ﾀｲﾖｳ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  1:10.44

    33.70

  5  2/ 7 大  分 竹津　彩貴 佐伯鶴城 高2

ﾀｹﾂ ｱﾔｷ ｶｸｼﾞｮｳST  1:12.01

    34.85

  6  1/ 3 大  分 矢内　楓丸 津久見高校 高2

ﾔﾅｲ ﾌｳﾏ ﾂｸﾐｺｳｺｳ  1:17.45

    36.08
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種目別競技結果
競技№：  25 女子  100m バタフライ タイム決勝

9歳以下

         県記録 1:00.00

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 1 大  分 柴田　　唯 コナミ大分 小3

ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:17.23

    35.74

競技№：  25 女子  100m バタフライ タイム決勝

11歳

         県記録 1:00.00

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 7 大  分 中村あすか コナミ大分 小5

ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:10.78

    32.51

競技№：  25 女子  100m バタフライ タイム決勝

12歳

         県記録 1:00.00

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 6 大  分 小倉　苺歌 大西ＳＳ 小6

ｵｸﾞﾗ ｲﾁｶ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:10.35

    32.60

競技№：  25 女子  100m バタフライ タイム決勝

13歳

         県記録 1:00.00

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 奥川　夏実 わかあゆＳＣ 中1

ｵｸｶﾜ ﾅﾂﾐ ﾜｶｱﾕSC  1:05.02

    30.77
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種目別競技結果
競技№：  25 女子  100m バタフライ タイム決勝

15-16歳

         県記録 1:00.00

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 若林　繭子 津久見高校 高1

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ ﾂｸﾐｺｳｺｳ  1:11.95

    32.02

  2  1/ 2 大  分 高山　凛花 大西ＳＳ 高1

ｺｳﾔﾏ ﾘﾝｶ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:12.69

    33.74

競技№：  25 女子  100m バタフライ タイム決勝

17歳以上

         県記録 1:00.00

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 5 大  分 吉田　　暖 大西ＳＳ 高2

ﾖｼﾀﾞ ﾉﾝ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:06.01

    30.65
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種目別競技結果
競技№：  26 男子  100m バタフライ タイム決勝

11歳

         県記録   52.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 6 大  分 多田倖太朗 コナミ大分 小5

ﾀﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ  1:14.71

    35.68

  2  1/ 2 大  分 中尾　好古 ＸＹＺ別府 小5

ﾅｶｵ ﾖｼﾌﾙ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:19.55

    37.55

競技№：  26 男子  100m バタフライ タイム決勝

13歳

         県記録   52.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 岩﨑　唯人 つくみＪＳＣ 中2

ｲﾜｻｷ ﾕｲﾄ ﾂｸﾐｼﾞｭﾆｱ  1:07.44

    31.14

 1/ 5 大  分 上野　優真 コナミ大分 中1

ｳｴﾉ ﾕｳｼﾝ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ 棄権

競技№：  26 男子  100m バタフライ タイム決勝

14歳

         県記録   52.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

 2/ 1 大  分 多田龍ノ介 コナミ大分 中2

ﾀﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｺﾅﾐｵｵｲﾀ 棄権
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種目別競技結果
競技№：  26 男子  100m バタフライ タイム決勝

15-16歳

         県記録   52.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 入江　崇也 佐伯鶴城 高1

ｲﾘｴ ﾀｶﾔ ｶｸｼﾞｮｳST    54.33 

    25.93

  2  2/ 7 大  分 安倍　一稀 大分雄城台高 高1

ｱﾍﾞ ｲﾂｷ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    57.29 

    27.31

  3  2/ 2 大  分 石原　暖太 佐伯鶴城 高1

ｲｼﾊﾗ ﾊﾙﾀ ｶｸｼﾞｮｳST    58.77 

    27.74

競技№：  26 男子  100m バタフライ タイム決勝

17歳以上

         県記録   52.58

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 5 大  分 野木　達成 大分雄城台高 高2

ﾉｷﾞ ﾀﾂﾅﾘ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    56.58 

    26.41

  2  2/ 3 大  分 谷井虎太郎 ＸＹＺ別府 高3

ﾀﾆｲ ｺﾀﾛｳ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ    56.70 

    26.46

  3  2/ 6 大  分 若林　優一 津久見高校 高2

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ ﾂｸﾐｺｳｺｳ    56.83 

    26.72

  4  2/ 8 大  分 内田　悠介 大分雄城台高 高2

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  1:04.58 

    29.57
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種目別競技結果
競技№：  27 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝

10歳

         県記録 1:01.29

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 2 大  分 川崎　海音 大分市ＳＳ 小4

ｶﾜｻｷ ｶﾉﾝ ｵｵｲﾀｼSS  1:28.18

    43.57

  2  1/ 7 大  分 狹間　小夏 ＸＹＺ別府 小4

ﾊｻﾏ ｺﾅﾂ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:32.51

    44.87

競技№：  27 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝

11歳

         県記録 1:01.29

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 山路　こあ 大西ＳＳ 小5

ﾔﾏｼﾞ ｺｱ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:19.54

    38.65

  2  1/ 5 大  分 下ノ平鈴梨 大西ＳＳ 小6

ｼﾓﾉﾋﾗ ﾘﾘ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:20.28

    38.95

  3  1/ 6 大  分 田中文梨沙 大西ＳＳ 小5

ﾀﾅｶ ｱﾘｽ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:25.34

    41.00

競技№：  27 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝

12歳

         県記録 1:01.29

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 7 大  分 岩男さくら ＸＹＺ別府 中1

ｲﾜｵ ｻｸﾗ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:11.81 

    34.01

  2  2/ 8 大  分 島井キラリ 大西ＳＳ 中1

ｼﾏｲ ｷﾗﾘ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  1:18.36 

    37.64
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種目別競技結果
競技№：  27 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝

14歳

         県記録 1:01.29

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 6 大  分 小野　椎菜 日田Ｓ＆Ｔ 中3

ｵﾉ ｼｲﾅ ﾋﾀS&T  1:08.77 

    33.33

  2  2/ 1 大  分 御手洗心音 SACOT 中3

ﾐﾀﾗｲ ｼﾉ SACOT  1:14.44 

    36.41

競技№：  27 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝

15-16歳

         県記録 1:01.29

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 5 大  分 松川とも枝 わかあゆＳＣ 中3

ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓｴ ﾜｶｱﾕSC  1:09.75 

    33.04

競技№：  27 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝

17歳以上

         県記録 1:01.29

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 楳木　麻央 ＸＹＺ別府 高2

ｳﾒｷ ﾏｵ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:05.80 

    31.88

  2  2/ 2 大  分 松原　萌唯 大分市ＳＳ 高2

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾒｲ ｵｵｲﾀｼSS  1:18.76 

    37.60
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種目別競技結果
競技№：  28 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝

9歳以下

         県記録   54.46

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 岩熊　晃司 ＸＹＺ別府 小2

ｲﾜｸﾏ ｺｳｼ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:32.25

    43.15

競技№：  28 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝

11歳

         県記録   54.46

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 5 大  分 繁松　尚仁 わかあゆＳＣ 小6

ｼｹﾞﾏﾂ ﾅｵﾄ ﾜｶｱﾕSC  1:19.46

    39.05

競技№：  28 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝

12歳

         県記録   54.46

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 岩熊　悠晴 ＸＹＺ別府 小6

ｲﾜｸﾏ ﾕｳｾｲ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  1:08.32

    33.39

競技№：  28 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝

13歳

         県記録   54.46

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 6 大  分 梶原　悟史 日田Ｓ＆Ｔ 中1

ｶｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ ﾋﾀS&T  1:00.68

    29.36
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種目別競技結果
競技№：  28 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝

14歳

         県記録   54.46

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 1 大  分 松本　侑汐 つくみＪＳＣ 中2

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ ﾂｸﾐｼﾞｭﾆｱ  1:09.70

    34.19

競技№：  28 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝

15-16歳

         県記録   54.46

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 5 大  分 占部　翔吾 大分雄城台高 高1

ｳﾗﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    59.68

    29.43

  2  2/ 3 大  分 福田　夢叶 大分雄城台高 高1

ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    59.98

    29.06

競技№：  28 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝

17歳以上

         県記録   54.46

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 田村　烈士 大分雄城台高 高3

ﾀﾑﾗ ﾚﾂｼ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ    59.04

    28.91

  2  2/ 2 大  分 宇都宮　玲 別府翔青高 高2

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾚｲ ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ  1:01.86

    29.28
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種目別競技結果
競技№：  29 女子  200m 個人メドレー タイム決勝

10歳

         県記録 2:18.06

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 3 大  分 後藤　葉日 ＸＹＺ別府 小4

ｺﾞﾄｳ ﾖｳｶ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  3:09.72

    41.78   1:29.82   2:23.53

  2  1/ 5 大  分 狹間　小夏 ＸＹＺ別府 小4

ﾊｻﾏ ｺﾅﾂ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  3:11.49

    43.29   1:33.76   2:30.89

競技№：  29 女子  200m 個人メドレー タイム決勝

11歳

         県記録 2:18.06

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  1/ 4 大  分 岡崎　心菜 大西ＳＳ 小5

ｵｶｻﾞｷ ｺｺﾅ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  2:59.35

    37.67   1:23.00   2:17.57

競技№：  29 女子  200m 個人メドレー タイム決勝

12歳

         県記録 2:18.06

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 6 大  分 神田　結衣 大西ＳＳ 小6

ｶﾝﾀﾞ ﾕｲ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  2:51.69

    38.12   1:23.61   2:10.04

  2  2/ 7 大  分 大崎菜津美 大西ＳＳ 小6

ｵｵｻｷ ﾅﾂﾐ ｵｵﾆｼｴｽｴｽ  2:55.96

    39.13   1:25.38   2:14.31
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種目別競技結果
競技№：  29 女子  200m 個人メドレー タイム決勝

13歳

         県記録 2:18.06

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 3 大  分 合澤　風優 大分市ＳＳ 中1

ｱｲｻﾞﾜ ﾌｳ ｵｵｲﾀｼSS  2:40.62

    35.11   1:17.65   2:03.36

  2  2/ 2 大  分 中村　花梨 ＸＹＺ別府 中2

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ  2:44.08

    33.44   1:17.99   2:06.30

競技№：  29 女子  200m 個人メドレー タイム決勝

15-16歳

         県記録 2:18.06

     

     

順位 組/水 加盟 氏名 所属名 学年 記録

  1  2/ 4 大  分 山川　響暉 大分雄城台高 高1

ﾔﾏｶﾜ ﾋﾋﾞｷ ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ  2:25.69

    32.34   1:07.92   1:51.13

  2  2/ 5 大  分 若林　繭子 津久見高校 高1

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ ﾂｸﾐｺｳｺｳ  2:34.86

    31.09   1:12.63   1:58.32


