
第９回大分県学童水泳競技大会                           男子成績一覧表 １年生

2016/06/26 ～ 2016/06/26

会場  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

自由形 石井　湊人 小1 山川響之介 小1 御手洗星太 小1 川野　隼士 小1 金　　佶鴻 小1 高橋洸乃介 小1 井芹　仁真 小1 吉用　来世 小1

50m つくみＪＳＣ 大分金子大分 山本ＳＣ 大分金子府内 わかあゆＳＣ 日田Ｓ＆Ｔ わかあゆＳＣ わかあゆＳＣ

タイム決勝 44.39 44.98 45.96 47.95 52.66 53.25 57.93 1:11.04

(大会新)

背泳ぎ 石井　湊人 小1 小野　火斑 小1 御手洗星太 小1 小田　涼介 小1 井芹　仁真 小1 吉用　来世 小1

50m つくみＪＳＣ ＸＹＺ別府 山本ＳＣ 大分金子府内 わかあゆＳＣ わかあゆＳＣ

タイム決勝 50.87 52.36 56.06 57.04 1:03.78 1:20.91

(大会新)

平泳ぎ 山川響之介 小1 小田　涼介 小1 小野　佑人 小1 川野　隼士 小1 金　　佶鴻 小1 高橋洸乃介 小1

50m 大分金子大分 大分金子府内 つくみＪＳＣ 大分金子府内 わかあゆＳＣ 日田Ｓ＆Ｔ

タイム決勝 53.97 55.88 55.98 58.16 1:04.18 1:11.00

(大会新) (大会新) (大会新) (大会新)

バタフライ 小野　火斑 小1 小野　佑人 小1

50m ＸＹＺ別府 つくみＪＳＣ

タイム決勝 54.35 54.55
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第９回大分県学童水泳競技大会                           男子成績一覧表 ２年生

2016/06/26 ～ 2016/06/26

会場  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

自由形 岩熊　悠晴 小2 佐藤　利樹 小2 松井　淳惺 小2 関　　雄斗 小2 大石　真理 小2 河野　友哉 小2 新谷　航平 小2 後藤　鴻太 小2

50m ＸＹＺ別府 トップＷ大分 杵築育泳会 日田Ｓ＆Ｔ コナミ大分 上浦S・C 大分金子大分 トップＷ大分

タイム決勝 42.26 43.16 46.18 46.89 47.72 47.96 48.42 48.98

背泳ぎ 関　　雄斗 小2 野村　一生 小2 増野　雄太 小2 内田　直志 小2 福田　翔叶 小2 山本　真士 小2 松井　淳惺 小2 河野　弘貴 小2

50m 日田Ｓ＆Ｔ ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 コナミ大分 コナミ大分 山本ＳＣ 杵築育泳会 大西ＳＳ

タイム決勝 51.99 53.35 55.71 56.41 56.69 59.21 59.57 59.77

平泳ぎ 佐藤　利樹 小2 山本　真士 小2 髙倉　颯人 小2 野村　一生 小2 大石　真理 小2 高野　真音 小2 坂田　響哉 小2 後藤　鴻太 小2

50m トップＷ大分 山本ＳＣ 日田Ｓ＆Ｔ ＸＹＺ別府 コナミ大分 日田Ｓ＆Ｔ 大西ＳＳ トップＷ大分

タイム決勝 55.39 1:01.90 1:03.72 1:04.06 1:04.11 1:04.17 1:06.82 1:14.12

バタフライ 岩熊　悠晴 小2 新谷　航平 小2 福田　翔叶 小2

50m ＸＹＺ別府 大分金子大分 コナミ大分

タイム決勝 47.72 52.65 54.03
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第９回大分県学童水泳競技大会                           男子成績一覧表 ３年生

2016/06/26 ～ 2016/06/26

会場  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

自由形 左藤　優貴 小3 布木　智悠 小3 児玉　一織 小3 松井　雄聖 小3 松本　陸明 小3 佐土原　栄 小3 福泉　光祐 小3 新村　洵也 小3

50m コナミ大分 ＸＹＺ別府 上浦S・C 臼杵ＳＳ ＸＹＺ別府 しぶきＳＣ SACOT 敷戸育泳会

タイム決勝 36.84 38.83 43.39 44.25 45.02 45.37 47.03 47.42

背泳ぎ 梶原　悟史 小3 井村　公一 小3 伊東　周大 小3 新村　洵也 小3

50m 日田Ｓ＆Ｔ ＸＹＺ別府 大分金子佐伯 敷戸育泳会

タイム決勝 38.97 44.39 46.96 51.31

(大会新)

平泳ぎ 歌野原誠仁 小3 伊東　周大 小3 布木　智悠 小3 左藤　優貴 小3 児玉　一織 小3 松井　雄聖 小3 松本　陸明 小3 上野　優真 小3

50m 大分金子大分 大分金子佐伯 ＸＹＺ別府 コナミ大分 上浦S・C 臼杵ＳＳ ＸＹＺ別府 トップＷ大分

タイム決勝 44.63 45.35 51.90 52.00 54.28 57.19 1:01.32 1:05.07

バタフライ 梶原　悟史 小3 歌野原誠仁 小3 井村　公一 小3 福泉　光祐 小3 合田　凌輔 小3 緒方　海透 小3

50m 日田Ｓ＆Ｔ 大分金子大分 ＸＹＺ別府 SACOT コナミ大分 上浦S・C

タイム決勝 36.96 40.42 43.17 1:00.03 1:00.79 1:04.57
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第９回大分県学童水泳競技大会                           男子成績一覧表 ４年生

2016/06/26 ～ 2016/06/26

会場  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

自由形 中原　　克 小4 幸　　大空 小4 松本　　晄 小4 鈴木　凰太 小4 川野　剛輝 小4 沢田　奏太 小4 秋吉　　郁 小4 竹下　稚央 小4

50m 大分金子府内 つくみＪＳＣ SACOT コナミ大分 大分金子府内 SACOT トップＷ大分 SACOT

タイム決勝 33.77 35.83 36.05 36.94 37.72 38.67 39.23 39.67

自由形 多田龍ノ介 小4

100m 大分金子大分

タイム決勝 1:15.45

背泳ぎ 中原　　克 小4 川野　剛輝 小4 山本倫太朗 小4 幸　　大空 小4 鈴木　凰太 小4 安藤　隼汰 小4 那須　洸星 小4 仲尾　悠里 小4

50m 大分金子府内 大分金子府内 山本ＳＣ つくみＪＳＣ コナミ大分 大分市ＳＳ 大分金子大分 わかあゆＳＣ

タイム決勝 37.06 42.48 43.18 45.22 46.97 49.10 49.53 50.75

(大会新)

背泳ぎ 山本倫太朗 小4 松井　結愼 小4 後藤　広大 小4

100m 山本ＳＣ 杵築育泳会 トップＷ大分

タイム決勝 1:31.60 1:41.05 1:42.90

平泳ぎ 熊谷　大翔 小4 荒川　桐伍 小4 秋吉　　郁 小4 綾部　梗平 小4 高木隆之介 小4 大石　　優 小4 加藤　　光 小4

50m 大西ＳＳ トップＷ大分 トップＷ大分 杵築育泳会 山本ＳＣ コナミ大分 しぶきＳＣ

タイム決勝 46.11 50.06 50.40 51.59 55.09 1:10.65 1:13.99

平泳ぎ 多田龍ノ介 小4 熊谷　大翔 小4 綾部　梗平 小4 高木隆之介 小4

100m 大分金子大分 大西ＳＳ 杵築育泳会 山本ＳＣ

タイム決勝 1:36.79 1:36.88 1:48.73 2:00.54

バタフライ 沓掛　俊也 小4 占部　寛樹 小4 松本　　晄 小4 松井　結愼 小4 御手洗海良 小4 後藤　広大 小4 成田　彬人 小4 大平　有真 小4

50m 大分金子大分 大西ＳＳ SACOT 杵築育泳会 山本ＳＣ トップＷ大分 ｻ-ﾌSTO 臼杵ＳＳ

タイム決勝 35.52 38.99 40.84 43.37 43.51 46.91 48.58 56.95

バタフライ 沓掛　俊也 小4

100m 大分金子大分

タイム決勝 1:20.15

個人メドレー 占部　寛樹 小4

200m 大西ＳＳ

タイム決勝 3:03.37
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第９回大分県学童水泳競技大会                           男子成績一覧表 ５年生

2016/06/26 ～ 2016/06/26

会場  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

自由形 島末　匠真 小5 児玉　陽悠 小5 高橋慶乃介 小5 桑野　元輝 小5 立石　隼幹 小5 高橋勇乃介 小5 田中　　玲 小5 安部　遥希 小5

50m ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 日田Ｓ＆Ｔ 日田Ｓ＆Ｔ コナミ大分 日田Ｓ＆Ｔ つくみＪＳＣ わかあゆＳＣ

タイム決勝 31.86 32.55 33.99 34.50 34.73 35.36 38.65 40.07

自由形 中津留銀河 小5 児玉　陽悠 小5 高橋慶乃介 小5 立石　隼幹 小5 三重野堅太 小5

100m わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府 日田Ｓ＆Ｔ コナミ大分 トップＷ大分

タイム決勝 1:10.97 1:11.81 1:14.60 1:19.42 1:31.73

背泳ぎ 安部　怜士 小5 江川　佑希 小5 松本　海聖 小5 椎原　琉翔 小5 田中　　玲 小5 三重野堅太 小5 足立　悠真 小5

50m 日田Ｓ＆Ｔ 大西ＳＳ ＸＹＺ別府 上浦S・C つくみＪＳＣ トップＷ大分 敷戸育泳会

タイム決勝 39.21 41.91 42.34 46.45 47.35 47.39 49.25

背泳ぎ 長谷　凌駕 小5 中津留銀河 小5 松本　海聖 小5 椎原　琉翔 小5

100m 大分金子わさだ わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府 上浦S・C

タイム決勝 1:22.70 1:23.25 1:31.56 1:46.38

平泳ぎ 相馬　陽翔 小5 布木　絢也 小5 小野　瑛太 小5 森山　翔希 小5 三浦　颯真 小5 岩永　　航 小5 長谷川智和 小5 森田　希望 小5

50m ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 つくみＪＳＣ 日田Ｓ＆Ｔ 山本ＳＣ 敷戸育泳会 わかあゆＳＣ 大分市ＳＳ

タイム決勝 42.90 45.19 47.03 47.58 50.60 50.80 55.45 1:04.36

平泳ぎ 宮内　空靖 小5 高橋　　功 小5 大石　隼斗 小5 岩熊　一輝 小5 権田　幸大 小5 小野　瑛太 小5 三浦　颯真 小5 長谷川智和 小5

100m ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ 大分金子わさだ ＸＹＺ別府 大西ＳＳ つくみＪＳＣ 山本ＳＣ わかあゆＳＣ

タイム決勝 1:28.93 1:28.95 1:30.32 1:33.86 1:39.30 1:39.94 1:47.19 2:01.42

バタフライ 宮田幸生羅 小5 島末　匠真 小5 島澤　太一 小5 加藤　慶一 小5 四方　温人 小5 安部　遥希 小5

50m ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大西ＳＳ コナミ大分 大西ＳＳ わかあゆＳＣ

タイム決勝 32.59 33.99 35.61 37.26 37.81 50.93

(大会新)

バタフライ 宮田幸生羅 小5 秦　虎太郎 小5 島澤　太一 小5 四方　温人 小5 高橋勇乃介 小5 布木　絢也 小5

100m ＸＹＺ別府 大分金子わさだ 大西ＳＳ 大西ＳＳ 日田Ｓ＆Ｔ ＸＹＺ別府

タイム決勝 1:13.21 1:15.10 1:20.59 1:27.50 1:27.64 1:32.56

(大会新)

個人メドレー 高橋　　功 小5 長谷　凌駕 小5 大石　隼斗 小5 宮内　空靖 小5 相馬　陽翔 小5 秦　虎太郎 小5 安部　怜士 小5 桑野　元輝 小5

200m 大分市ＳＳ 大分金子わさだ 大分金子わさだ ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大分金子わさだ 日田Ｓ＆Ｔ 日田Ｓ＆Ｔ

タイム決勝 2:45.59 2:47.02 2:50.16 2:51.63 2:52.24 2:52.86 2:58.63 3:07.17
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第９回大分県学童水泳競技大会                           男子成績一覧表 ６年生

2016/06/26 ～ 2016/06/26

会場  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

自由形 合田翔太朗 小6 入江　崇也 小6 安倍　一稀 小6 福田　夢叶 小6 福原　幸太 小6 清原 武士 小6 石谷　修也 小6 三木　奎人 小6

50m コナミ大分 SACOT 大分市ＳＳ コナミ大分 ＦＳＣ 大分金子府内 SACOT つくみＪＳＣ

タイム決勝 30.03 30.33 30.41 30.54 32.93 33.98 34.34 35.01

自由形 渡邉　真裕 小6 大後戸陽太 小6 入江　崇也 小6 徳光　寿斗 小6 渡辺　凌平 小6 福原　幸太 小6 橋本　圭汰 小6 三木　奎人 小6

100m 日田Ｓ＆Ｔ コナミ大分 SACOT 大分金子大分 大分金子佐伯 ＦＳＣ 大西ＳＳ つくみＪＳＣ

タイム決勝 1:04.91 1:07.61 1:07.71 1:09.48 1:12.43 1:16.10 1:17.96 1:18.06

背泳ぎ 占部　翔吾 小6 福田　夢叶 小6 橋口　雄太 小6 渡辺　凌平 小6 三浦　大和 小6 石田　遼人 小6 平　　優太 小6 大岡　耕太 小6

50m 大西ＳＳ コナミ大分 わかあゆＳＣ 大分金子佐伯 大分金子佐伯 わかあゆＳＣ わかあゆＳＣ 上浦S・C

タイム決勝 33.71 35.41 37.95 39.60 41.11 43.71 44.22 52.70

背泳ぎ 占部　翔吾 小6 橋口　雄太 小6 橋本　圭汰 小6 三浦　大和 小6

100m 大西ＳＳ わかあゆＳＣ 大西ＳＳ 大分金子佐伯

タイム決勝 1:13.01 1:19.63 1:29.69 1:30.71

平泳ぎ 工藤　大和 小6 植村　扇珠 小6 豊川　達也 小6 松本　　怜 小6 岡崎　大悟 小6 緒方　稔樹 小6 由良　壮太 小6

50m 杵築育泳会 大分金子佐伯 わかあゆＳＣ つくみＪＳＣ わかあゆＳＣ 上浦S・C トップＷ大分

タイム決勝 40.13 42.10 44.20 44.39 48.94 49.09 53.58

平泳ぎ 大後戸陽太 小6 工藤　大和 小6 松本　　怜 小6 梅木　功介 小6 岡崎　大悟 小6 緒方　稔樹 小6

100m コナミ大分 杵築育泳会 つくみＪＳＣ わかあゆＳＣ わかあゆＳＣ 上浦S・C

タイム決勝 1:26.06 1:28.72 1:36.68 1:39.61 1:45.00 1:47.18

バタフライ 安倍　一稀 小6 合田翔太朗 小6 石原　暖太 小6 植村　扇珠 小6 徳光　寿斗 小6 清原 武士 小6 波多野大翔 小6

50m 大分市ＳＳ コナミ大分 コナミ大分 大分金子佐伯 大分金子大分 大分金子府内 トップＷ大分

タイム決勝 32.03 32.26 32.92 35.06 37.75 38.97 46.81

バタフライ 石原　暖太 小6

100m コナミ大分

タイム決勝 1:14.13

個人メドレー 渡邉　真裕 小6 豊川　達也 小6

200m 日田Ｓ＆Ｔ わかあゆＳＣ

タイム決勝 2:34.64 2:54.53
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