
第39回 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水      男子成績一覧表 10歳以下

2016/06/19 ～ 2016/06/19

会場  佐伯市民総合プール  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 宮田幸生羅 小5 長谷　凌駕 小5 後藤　和豊 小4 相馬　陽翔 小5 渡邉　玄大 小4 後藤　久蔵 小5 多田龍ノ介 小4 中原　　克 小4

50m ＸＹＺ別府 大分金子わさだ ﾙﾈｻﾝｽ大分 ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽ大分 ﾙﾈｻﾝｽ大分 大分金子大分 大分金子府内

タイム決勝 30.71 32.89 32.91 33.16 33.46 33.50 33.81 34.12

背泳ぎ 中原　　克 小4 長谷　凌駕 小5 後藤　和豊 小4 宮内　空靖 小5 渡邉　玄大 小4 川野　剛輝 小4 山下　紘輝 小3 山本倫太朗 小4

50m 大分金子府内 大分金子わさだ ﾙﾈｻﾝｽ大分 ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽ大分 大分金子府内 ﾙﾈｻﾝｽ大分 山本ＳＣ

タイム決勝 36.07 36.86 37.02 38.14 38.95 40.68 42.12 43.02

平泳ぎ 宮田幸生羅 小5 相馬　陽翔 小5 高橋　　功 小5 宮内　空靖 小5 岩熊　一輝 小5 後藤　久蔵 小5 川野　剛輝 小4 小野　瑛太 小5

50m ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽ大分 大分金子府内 つくみＪＳＣ

タイム決勝 38.02 40.30 40.89 41.01 42.86 42.93 43.73 44.37

(大会新)

バタフライ 後藤　和豊 小4 沓掛　俊也 小4 加藤　慶一 小5 高橋　　功 小5 岩熊　一輝 小5 後藤　久蔵 小5 布木　絢也 小5 森岡　宥斗 小5

50m ﾙﾈｻﾝｽ大分 大分金子大分 コナミ大分 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽ大分 ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽ大分

タイム決勝 35.29 35.47 36.83 37.04 37.29 37.62 39.25 39.48

個人メドレー 宮田幸生羅 小5 長谷　凌駕 小5 高橋　　功 小5 宮内　空靖 小5 相馬　陽翔 小5 中原　　克 小4 多田龍ノ介 小4 沓掛　俊也 小4

200m ＸＹＺ別府 大分金子わさだ 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大分金子府内 大分金子大分 大分金子大分

タイム決勝 2:44.43 2:44.66 2:45.59 2:49.56 2:52.33 2:59.80 3:00.35 3:04.46

リレー ﾙﾈｻﾝｽ大分A コナミ大分 大分金子大分 ﾙﾈｻﾝｽ大分B トップＷ大分

200m 後藤　和豊 小4 立石　隼幹 小5 多田龍ノ介 小4 山下　紘輝 小3 荒川　桐伍 小4

タイム決勝 後藤　久蔵 小5 鈴木　凰太 小4 那須　洸星 小4 濱口　航雅 小5 中村　公星 小2

渡邉　玄大 小4 左藤　優貴 小3 歌野原誠仁 小3 後藤　豊貴 小2 上野　優真 小3

森岡　宥斗 小5 加藤　慶一 小5 沓掛　俊也 小4 吉岡　陸成 小5 秋吉　　郁 小4

2:14.70 Fin. 2:22.66 Fin. 2:28.87 Fin. 2:38.53 Fin. 2:56.00 Fin.

(大会新)

   33.00 1st.    34.68 1st.    33.55 1st.    37.69 1st.    41.05 1st.

メドレーリレー ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽ大分A 大分金子大分 ﾙﾈｻﾝｽ大分B トップＷ大分

200m 宮内　空靖 小5 渡邉　玄大 小4 那須　洸星 小4 濱口　航雅 小5 後藤　広大 小4

タイム決勝 岩熊　一輝 小5 後藤　久蔵 小5 歌野原誠仁 小3 後藤　才蔵 小3 荒川　桐伍 小4

宮田幸生羅 小5 後藤　和豊 小4 沓掛　俊也 小4 山下　紘輝 小3 秋吉　　郁 小4

相馬　陽翔 小5 森岡　宥斗 小5 多田龍ノ介 小4 後藤　豊貴 小2 佐藤　利樹 小2

2:20.91 Fin. 2:28.32 Fin. 2:39.36 Fin. 2:57.37 Fin. 3:12.63 Fin.

   36.76 1st.    37.26 1st.    45.29 1st.    42.22 1st.    47.87 1st.
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第39回 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水      男子成績一覧表 11－12歳

2016/06/19 ～ 2016/06/19

会場  佐伯市民総合プール  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 伊東　真崇 中1 河野　隆誠 中1 合田翔太朗 小6 入江　崇也 小6 福田　夢叶 小6 原　　知輝 中1 石原　暖太 小6 徳光　寿斗 小6

50m 大分金子佐伯 ｻ-ﾌSTO コナミ大分 SACOT コナミ大分 SACOT コナミ大分 大分金子大分

タイム決勝 27.67 29.07 29.42 29.79 30.27 30.48 30.60 31.70

自由形 伊東　真崇 中1 河野　隆誠 中1 宇都宮　玲 中1 古賀　　響 中1 合田翔太朗 小6 安倍　一稀 小6 石原　暖太 小6 徳光　寿斗 小6

100m 大分金子佐伯 ｻ-ﾌSTO ＸＹＺ別府 大分金子わさだ コナミ大分 大分市ＳＳ コナミ大分 大分金子大分

タイム決勝 1:02.03 1:02.36 1:04.35 1:04.72 1:04.99 1:05.82 1:06.64 1:07.33

自由形 河野　隆誠 中1 宇都宮　玲 中1 大後戸陽太 小6 安倍　一稀 小6 合田翔太朗 小6 高浪　健太 中1 原　　知輝 中1 大石　隼斗 小5

200m ｻ-ﾌSTO ＸＹＺ別府 コナミ大分 大分市ＳＳ コナミ大分 わかあゆＳＣ SACOT 大分金子わさだ

タイム決勝 2:15.94 2:17.38 2:21.05 2:21.79 2:23.18 2:24.32 2:30.01 2:33.62

自由形 榎本　大輝 中1

400m 弥生ＳＣ

タイム決勝 5:49.38

背泳ぎ 福田　夢叶 小6 渡辺　凌平 小6 徳光　寿斗 小6 三浦　大和 小6 石田　遼人 小6 松本　海聖 小5 波多野大翔 小6

50m コナミ大分 大分金子佐伯 大分金子大分 大分金子佐伯 わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府 トップＷ大分

タイム決勝 33.77 38.47 38.59 39.49 41.79 42.02 46.28

背泳ぎ 安倍　一稀 小6 渡辺　凌平 小6 松本　海聖 小5 三浦　大和 小6 竹津　彩貴 中1 石田　遼人 小6

100m 大分市ＳＳ 大分金子佐伯 ＸＹＺ別府 大分金子佐伯 大分金子佐伯 わかあゆＳＣ

タイム決勝 1:13.99 1:22.72 1:29.17 1:29.64 1:31.97 1:33.60

平泳ぎ 池﨑　勇真 中1 大後戸陽太 小6 工藤　大和 小6 上野　佑真 小6 植村　扇珠 小6 豊川　達也 小6 松本　　怜 小6 矢内　楓丸 中1

50m 大分金子わさだ コナミ大分 杵築育泳会 ﾙﾈｻﾝｽ大分 大分金子佐伯 わかあゆＳＣ つくみＪＳＣ つくみＪＳＣ

タイム決勝 34.29 38.53 39.31 40.12 42.09 42.32 42.54 43.81

(大会新)

平泳ぎ 池﨑　勇真 中1 大後戸陽太 小6 上野　佑真 小6 工藤　大和 小6 矢内　楓丸 中1 松本　　怜 小6 竹津　彩貴 中1 後藤　由輝 中1

100m 大分金子わさだ コナミ大分 ﾙﾈｻﾝｽ大分 杵築育泳会 つくみＪＳＣ つくみＪＳＣ 大分金子佐伯 大分金子府内

タイム決勝 1:13.74 1:23.66 1:26.16 1:26.75 1:35.10 1:35.43 1:35.44 1:36.07

(大会新)

平泳ぎ 榎本　大輝 中1

200m 弥生ＳＣ

タイム決勝 3:07.85

バタフライ 伊東　真崇 中1 福田　夢叶 小6 入江　崇也 小6 島末　匠真 小5 植村　扇珠 小6 清原　武士 小6 波多野大翔 小6 安部　遥希 小5

50m 大分金子佐伯 コナミ大分 SACOT ＸＹＺ別府 大分金子佐伯 大分金子府内 トップＷ大分 わかあゆＳＣ

タイム決勝 31.45 32.46 32.59 34.37 35.66 38.62 45.84 50.41
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第39回 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水      男子成績一覧表 11－12歳

2016/06/19 ～ 2016/06/19

会場  佐伯市民総合プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 古賀　　響 中1 石原　暖太 小6 秦　虎太郎 小5 高浪　健太 中1 島末　匠真 小5

100m 大分金子わさだ コナミ大分 大分金子わさだ わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府

タイム決勝 1:09.69 1:13.80 1:14.81 1:17.10 1:18.05

個人メドレー 池﨑　勇真 中1 古賀　　響 中1 秦　虎太郎 小5 豊川　達也 小6 大石　隼斗 小5

200m 大分金子わさだ 大分金子わさだ 大分金子わさだ わかあゆＳＣ 大分金子わさだ

タイム決勝 2:30.26 2:30.80 2:48.32 2:49.29 2:51.19

リレー コナミ大分 トップＷ大分

200m 福田　夢叶 小6 藤本　　空 中1

タイム決勝 大後戸陽太 小6 上杉　凌大 小5

石原　暖太 小6 波多野大翔 小6

合田翔太朗 小6 山室虎太郎 中1

1:58.33 Fin. 2:37.57 Fin.

   29.39 1st.    35.22 1st.

メドレーリレー トップＷ大分

200m 山室虎太郎 中1

タイム決勝 藤本　　空 中1

波多野大翔 小6

由良　壮太 小6

2:58.34 Fin.

   44.35 1st.
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第39回 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水      男子成績一覧表 13－14歳

2016/06/19 ～ 2016/06/19

会場  佐伯市民総合プール  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 沓掛　修也 中1 平野　翔太 中2 大坪　　海 中2 佐藤　　凜 中2 井上　　燎 中3 野上　皓平 中2 幾田　敦大 中3 金丸　陽希 中3

50m 大分金子大分 大分金子大分 住吉ＳＣ 大分金子府内 大分金子大分 杵築育泳会 臼杵ＳＳ 大分金子大分

タイム決勝 26.33 26.55 27.03 27.21 27.22 27.66 27.95 28.02

自由形 菅野　　遼 中3 大坪　　海 中2 佐藤　　凜 中2 平野　翔太 中2 井上　　燎 中3 幾田　敦大 中3 豊川　靖也 中1 染矢　一樹 中2

100m 大分金子大分 住吉ＳＣ 大分金子府内 大分金子大分 大分金子大分 臼杵ＳＳ わかあゆＳＣ 大分金子佐伯

タイム決勝 52.44 57.35 58.90 58.99 59.23 1:00.47 1:01.01 1:01.48

(大会新)

自由形 菅野　　遼 中3 松川　平蔵 中2 岩田　優雅 中1 幾田　敦大 中3 渡邉　康介 中3 染矢　一樹 中2 川野　凜己 中1 池野　颯馬 中1

200m 大分金子大分 わかあゆＳＣ 大分市ＳＳ 臼杵ＳＳ 臼杵ＳＳ 大分金子佐伯 ﾙﾈｻﾝｽ大分 ＸＹＺ別府

タイム決勝 1:58.00 2:03.16 2:04.58 2:10.53 2:12.29 2:15.84 2:16.08 2:18.71

(大会新)

自由形 松川　平蔵 中2 岩田　優雅 中1 丸山野虹輝 中2 渡邉　康介 中3 伊東　政輝 中1 千歳　航輝 中1 池野　颯馬 中1 河﨑　勇午 中3

400m わかあゆＳＣ 大分市ＳＳ しんせいＳＣ 臼杵ＳＳ しんせいＳＣ 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府 臼杵ＳＳ

タイム決勝 4:18.87 4:21.47 4:37.76 4:38.57 4:42.53 4:46.11 4:47.83 4:53.11

背泳ぎ 山室虎太郎 中1

50m トップＷ大分

タイム決勝 45.21

背泳ぎ 小野　文殊 中2 田金　寛季 中3 井上　　燎 中3 松本　大空 中2 渡辺　隼士 中2 桝田　照瑛 中2 小澤　和也 中2 麻生　昂矢 中2

100m ＸＹＺ別府 大分金子大分 大分金子大分 ＸＹＺ別府 大分金子府内 ＸＹＺ別府 ｻ-ﾌSTO わかあゆＳＣ

タイム決勝 1:05.39 1:06.02 1:06.71 1:07.59 1:08.23 1:12.25 1:14.62 1:17.78

背泳ぎ 田村　烈士 中2 小野　文殊 中2 渡辺　隼士 中2 田金　寛季 中3 池野　颯馬 中1 小澤　和也 中2

200m わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府 大分金子府内 大分金子大分 ＸＹＺ別府 ｻ-ﾌSTO

タイム決勝 2:16.72 2:21.32 2:21.65 2:24.64 2:31.26 2:36.91

(大会新)

平泳ぎ 宇都宮　忍 中1 石山　巧実 中2 安倍　颯人 中2

50m つくみＪＳＣ 大分金子佐伯 大分市ＳＳ

タイム決勝 34.70 35.92 37.18

平泳ぎ 東藤　稜晟 中3 沓掛　修也 中1 後藤　俊亮 中2 井上　魁人 中2 相馬　海翔 中1 大城　歩夢 中2 竹津悠太郎 中3 髙井　柊斗 中3

100m 大分金子大分 大分金子大分 しんせいＳＣ 大分金子大分 ＸＹＺ別府 大分金子府内 大分金子佐伯 杵築育泳会

タイム決勝 1:08.90 1:11.07 1:11.52 1:12.03 1:14.23 1:14.93 1:18.33 1:18.75

平泳ぎ 後藤　俊亮 中2 東藤　稜晟 中3 井上　魁人 中2 豊川　靖也 中1 相馬　海翔 中1 大石　翔太 中2 宇都宮　忍 中1 石山　巧実 中2

200m しんせいＳＣ 大分金子大分 大分金子大分 わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府 大分金子わさだ つくみＪＳＣ 大分金子佐伯

タイム決勝 2:32.00 2:33.73 2:34.20 2:34.41 2:36.67 2:43.44 2:44.88 2:49.94
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第39回 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水      男子成績一覧表 13－14歳

2016/06/19 ～ 2016/06/19

会場  佐伯市民総合プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 小畑　楽人 中3 若林　優一 中1 平井　海斗 中2 内田　悠介 中1 工藤　悠祐 中2 小野　壮平 中2 山室虎太郎 中1

50m 大在中 つくみＪＳＣ コナミ大分 コナミ大分 大分市ＳＳ 大分市ＳＳ トップＷ大分

タイム決勝 28.98 29.64 32.42 34.14 36.66 37.25 46.68

バタフライ 谷井虎太郎 中2 宮内　海碧 中1 佐藤　　凜 中2 若林　優一 中1 田村　烈士 中2 野上　皓平 中2 金丸　陽希 中3 山根　和也 中3

100m 住吉ＳＣ ＸＹＺ別府 大分金子府内 つくみＪＳＣ わかあゆＳＣ 杵築育泳会 大分金子大分 大分金子佐伯

タイム決勝 1:02.02 1:05.65 1:07.05 1:07.09 1:07.29 1:08.44 1:09.81 1:18.89

バタフライ 谷井虎太郎 中2 大坪　　海 中2 宮内　海碧 中1

200m 住吉ＳＣ 住吉ＳＣ ＸＹＺ別府

タイム決勝 2:11.36 2:25.69 2:27.75

個人メドレー 菅野　　遼 中3 小畑　楽人 中3 長谷　　岳 中2 沓掛　修也 中1 宮内　海碧 中1 松本　大空 中2 財前　武志 中2 片岡　裕斗 中2

200m 大分金子大分 大在中 大分金子わさだ 大分金子大分 ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大分金子府内 杵築育泳会

タイム決勝 2:07.56 2:21.27 2:23.90 2:24.32 2:25.36 2:28.34 2:29.52 2:30.88

(大会新)

個人メドレー 小畑　楽人 中3 岩田　優雅 中1 小野　文殊 中2 長谷　　岳 中2 丸山野虹輝 中2 財前　武志 中2

400m 大在中 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府 大分金子わさだ しんせいＳＣ 大分金子府内

タイム決勝 4:51.06 4:51.31 4:57.88 5:05.03 5:10.81 5:15.65

リレー 大分金子大分 中 ＸＹＺ別府 中

400m 沓掛　修也 中1 小野　文殊 中2

タイム決勝 井上　魁人 中2 松本　大空 中2

平野　翔太 中2 桝田　照瑛 中2

菅野　　遼 中3 宮内　海碧 中1

3:48.40 Fin. 4:10.72 Fin.

(県中新)

   58.47 1st.  1:01.33 1st.

メドレーリレー 大分金子大分 中 ＸＹＺ別府 中

400m 田金　寛季 中3 小野　文殊 中2

タイム決勝 井上　魁人 中2 相馬　海翔 中1

平野　翔太 中2 宮内　海碧 中1

菅野　　遼 中3 松本　大空 中2

4:12.05 Fin. 4:26.84 Fin.

(大会新)

 1:06.20 1st.  1:06.17 1st.
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第39回 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水      男子成績一覧表 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2016/06/19 ～ 2016/06/19

会場  佐伯市民総合プール  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 小野　翔真 高2 渡邉　剛生 高2 多田　映仁 高2 原　　功弥 高2 東　　駿大 中3 広瀬　太吾 高3 東　　遼大 高3 森崎　龍星 高1

50m 大分雄城台高 佐伯鶴城 佐伯鶴城 大分雄城台高 大分金子佐伯 佐伯鶴城 佐伯鶴城 津久見高校

タイム決勝 25.44 25.54 26.23 26.25 26.56 26.61 26.62 27.14

自由形 田中　大寛 中3 小野　翔真 高2 長尾　郁哉 高2 東　　遼大 高3 渡邉　剛生 高2 川野　匠摩 高1 江副しずく 高1 植田　詠人 高1

100m ＸＹＺ別府 大分雄城台高 大分雄城台高 佐伯鶴城 佐伯鶴城 津久見高校 大分雄城台高 ﾙﾈｻﾝｽ大分

タイム決勝 52.87 53.43 54.90 56.88 57.10 57.15 57.43 57.63

自由形 田中　大寛 中3 伊東　裕貴 高3 川野　匠摩 高1 長尾　郁哉 高2 江副しずく 高1 植田　詠人 高1 東　　遼大 高3 東　　駿大 中3

200m ＸＹＺ別府 しんせいＳＣ 津久見高校 大分雄城台高 大分雄城台高 ﾙﾈｻﾝｽ大分 佐伯鶴城 大分金子佐伯

タイム決勝 1:55.46 1:56.79 2:01.51 2:01.93 2:04.15 2:06.07 2:06.65 2:06.93

自由形 伊東　裕貴 高3 川野　匠摩 高1 煤田　健斗 高3

400m しんせいＳＣ 津久見高校 佐伯鶴城

タイム決勝 4:03.83 4:11.80 4:47.83

自由形 三重野赳弘 高1 立山　拓路 中3 千歳　航輝 中1

1500m A.O.B しんせいＳＣ 大分市ＳＳ

タイム決勝 16:31.19 Fin. 17:14.27 Fin. 18:41.36 Fin.

 8:39.82 800  9:10.12 800  9:56.33 800

背泳ぎ 一ノ宮　陸 高2 多田　映仁 高2 御手洗大心 中3 川野　創来 高1 広瀬　太吾 高3 田辺　雄大 高1 田北　　剛 高2 高下　柊平 高2

100m 大分雄城台高 佐伯鶴城 大分金子佐伯 ﾙﾈｻﾝｽ大分 佐伯鶴城 青山・翔青高 大分鶴崎 大分雄城台高

タイム決勝 59.65 1:00.72 1:02.11 1:03.27 1:04.45 1:05.92 1:06.89 1:08.96

背泳ぎ 一ノ宮　陸 高2 多田　映仁 高2 御手洗大心 中3 川野　創来 高1 三重野赳弘 高1 田辺　雄大 高1 広瀬　太吾 高3 田北　　剛 高2

200m 大分雄城台高 佐伯鶴城 大分金子佐伯 ﾙﾈｻﾝｽ大分 A.O.B 青山・翔青高 佐伯鶴城 大分鶴崎

タイム決勝 2:07.81 2:11.71 2:15.03 2:15.09 2:17.89 2:21.34 2:24.45 2:25.52

平泳ぎ 浅井　拓実 高3 津﨑　海斗 高1 三ツ股　希 中3 大石　海斗 高3 石井　颯人 高1 古賀　佑紀 高1 徳光　優斗 中3 吉田　波斗 高2

100m 大分雄城台高 大分雄城台高 大分金子わさだ 大分雄城台高 津久見高校 青山・翔青高 大分金子大分 大分鶴崎

タイム決勝 1:04.71 1:05.75 1:05.87 1:07.97 1:08.71 1:08.84 1:13.83 1:15.14

(大会新)

平泳ぎ 津﨑　海斗 高1 古賀　佑紀 高1 三ツ股　希 中3 石井　颯人 高1 吉田　波斗 高2 成田　捷人 中3

200m 大分雄城台高 青山・翔青高 大分金子わさだ 津久見高校 大分鶴崎 ｻ-ﾌSTO

タイム決勝 2:20.81 2:24.27 2:24.63 2:28.42 2:51.40 2:52.03

2016/06/19 18:36:49 SEIKO Swimming Results System  1 / 2ページ



第39回 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水      男子成績一覧表 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2016/06/19 ～ 2016/06/19

会場  佐伯市民総合プール  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 小野　雅人 高1 高木　郷史 高2

50m 大分雄城台高 青山・翔青高

タイム決勝 28.70 30.98

バタフライ 松尾　真理 高3 島末　侑我 高2 田中　大寛 中3 渡邉　剛生 高2 髙司　大舟 高2 生野　優太 高1 丸山野大樹 高2 小手川猛斗 高2

100m 大分雄城台高 大分雄城台高 ＸＹＺ別府 佐伯鶴城 津久見高校 大分雄城台高 大分雄城台高 津久見高校

タイム決勝 57.70 57.83 58.24 1:00.85 1:01.32 1:01.99 1:03.14 1:03.61

バタフライ 松尾　真理 高3 島末　侑我 高2 浅井　拓実 高3 髙司　大舟 高2 丸山野大樹 高2 小野　雅人 高1 田金　雅理 高2 牧野　柊介 高1

200m 大分雄城台高 大分雄城台高 大分雄城台高 津久見高校 大分雄城台高 大分雄城台高 大分鶴崎 佐伯鶴城

タイム決勝 2:05.01 2:05.13 2:05.38 2:11.06 2:16.55 2:21.34 2:21.55 2:26.30

個人メドレー 浅井　拓実 高3 大石　海斗 高3 田金　雅理 高2 生野　優太 高1 二橋　英雅 高3 伊東　大稀 高1 長瀬　太快 高3 丸山野大樹 高2

200m 大分雄城台高 大分雄城台高 大分鶴崎 大分雄城台高 佐伯鶴城 大分雄城台高 津久見高校 大分雄城台高

タイム決勝 2:07.36 2:13.71 2:15.25 2:16.97 2:17.50 2:19.91 2:21.09 2:24.56

個人メドレー 長瀬　太快 高3 二橋　英雅 高3 伊東　大稀 高1 黒岩　孝樹 高1

400m 津久見高校 佐伯鶴城 大分雄城台高 佐伯鶴城

タイム決勝 4:47.10 4:48.75 4:48.82 5:42.78

リレー ﾙﾈｻﾝｽ大分 高 津久見高校 高

400m 植田　詠人 高1 石井　颯人 高1

タイム決勝 佐藤　　成 高1 小手川猛斗 高2

川野　創来 高1 髙司　大舟 高2

小野　高誠 高1 長瀬　太快 高3

3:53.62 Fin. 3:54.50 Fin.

   57.33 1st.    58.19 1st.

メドレーリレー 津久見高校 高 ﾙﾈｻﾝｽ大分 高

400m 長瀬　太快 高3 川野　創来 高1

タイム決勝 石井　颯人 高1 植田　詠人 高1

髙司　大舟 高2 佐藤　　成 高1

川野　匠摩 高1 小野　高誠 高1

4:13.36 Fin. 4:24.31 Fin.

 1:08.05 1st.  1:04.65 1st.
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