
2016年度大分県選手権水泳競技大会                       女子成績一覧表 

2016/07/02 ～ 2016/07/03

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 髙野　二葉 中3 井谷　優里 中2 若林　礼華 中1 姫嶋　真実 大2 山中　すず 小6 下郡　千星 中2 芦刈江里奈 高3 木﨑　　心 中3

50m 臼杵ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽ大分 大分金子大分 大分大 アイル中津 ＸＹＺ別府 佐伯鶴城 大分金子大分

決勝 28.59 28.63 28.64 28.83 28.85 29.30 29.48 30.00

自由形 立山　青葉 中1 伊藤　夏海 中3 佐藤萌々子 高3 芦刈江里奈 高3 井谷　優里 中2 山中　すず 小6 福島　心響 小6 佐藤　雛乃 大1

200m しんせいＳＣ 大分金子わさだ 佐伯鶴城 佐伯鶴城 ﾙﾈｻﾝｽ大分 アイル中津 ﾙﾈｻﾝｽ大分 別府溝部短大

決勝 2:11.71 2:11.92 2:14.54 2:14.67 2:16.34 2:16.48 2:16.73 2:18.99

自由形 伊藤　夏海 中3 佐之瀬香花 高1 髙野　二葉 中3 渡邉　華純 高1 立山　青葉 中1 井谷　優里 中2 大村　紫野 高1 山川　響暉 小6

800m 大分金子わさだ 日田Ｓ＆Ｔ 臼杵ＳＳ 日田Ｓ＆Ｔ しんせいＳＣ ﾙﾈｻﾝｽ大分 佐伯鶴城 しんせいＳＣ

タイム決勝 9:27.10 9:30.68 9:32.50 9:39.11 9:51.92 9:58.12 10:11.27 10:29.87

背泳ぎ 池﨑　美弥 高2 奥　　麻尋 中3 松原　令果 高2 吉田　　遥 中3 山川　響暉 小6 楳木　麻央 中1 坂本　　萌 高2 大野　芹奈 中1

200m 青山・翔青高 大西ＳＳ 青山・翔青高 大西ＳＳ しんせいＳＣ ＸＹＺ別府 佐伯鶴城 ＸＹＺ別府

決勝 2:28.87 2:31.21 2:32.34 2:34.58 2:34.64 2:36.33 2:39.95 2:43.32

平泳ぎ 原　　珠実 高3 渡邉　華純 高1 川野　明莉 中3 川野　莉歩 中1 三笘　星果 小5 三笘　純伶 中2 菅野　結葵 中1 堂後　　新 高1

50m 佐伯鶴城 日田Ｓ＆Ｔ アイル中津 アイル中津 日田Ｓ＆Ｔ 日田Ｓ＆Ｔ 大分金子大分 大西ＳＳ

決勝 35.18 35.47 36.21 37.03 37.39 38.08 38.51 38.75

平泳ぎ 奴留湯さや 高3 三笘　星果 小5 森崎真里奈 高3 川野　明莉 中3 三笘　純伶 中2 川野　莉歩 中1 杉園小百合 高3 佐藤　　愛 中1

200m 大分鶴崎 日田Ｓ＆Ｔ 佐伯鶴城 アイル中津 日田Ｓ＆Ｔ アイル中津 大分雄城台高 ＸＹＺ別府

決勝 2:42.55 2:43.55 2:44.38 2:46.60 2:52.35 2:57.10 2:59.27 3:04.31

(県学新)

バタフライ 武信ちひろ 高3 桜本　七海 高2 近藤　優香 中3 堂後　　新 高1 吉田　　暖 中1 池永　愛里 中3 福島　心響 小6 三浦　知宥 中2

200m アイル中津 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽ大分 大西ＳＳ 大西ＳＳ 大分金子府内 ﾙﾈｻﾝｽ大分 ﾙﾈｻﾝｽ大分

決勝 2:21.52 2:29.03 2:30.99 2:33.20 2:36.36 2:37.31 2:37.52 2:40.04

個人メドレー 吉田　　暖 中1 奴留湯さや 高3 森崎真里奈 高3 奥　　麻尋 中3 石山　杏実 中2

400m 大西ＳＳ 大分鶴崎 佐伯鶴城 大西ＳＳ 大分金子佐伯

決勝 5:19.08 5:21.65 5:26.47 5:27.94 6:14.59

メドレーリレー 佐伯鶴城 高 ＸＹＺ別府 日田Ｓ＆Ｔ 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽ大分 大分金子大分 中

200m 神野　妃奈 高3 楳木　麻央 中1 佐之瀬香花 高1 奥　　麻尋 中3 井谷　優里 中2 若林　礼華 中1

決勝 原　　珠実 高3 安波　美鈴 高2 三笘　星果 小5 堂後　　新 高1 三浦　知宥 中2 河村　美羽 中3

森崎真里奈 高3 鮫島　知優 中2 都﨑　彩花 中2 桜本　七海 高2 近藤　優香 中3 木﨑　　心 中3

佐藤萌々子 高3 下郡　千星 中2 渡邉　華純 高1 吉田　　遥 中3 福島　心響 小6 菅野　結葵 中1

2:07.82 Fin. 2:08.52 Fin. 2:11.71 Fin. 2:12.07 Fin. 2:14.31 Fin. 2:16.09 Fin.

   34.17 1st.    33.27 1st.    34.03 1st.    32.84 1st.    33.70 1st.    33.51 1st.
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