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

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 近藤　　樹 大2 田中　大寛 中3 小野　翔真 高2 姫嶋　一輝 大4 菅野　　遼 中3 阿部　拓夢 高3 前田　信洋 大2 新田　　良 大2

100m 筑波大 ＸＹＺ別府 大分雄城台高 九州共立大 大分金子大分 青山・翔青高 九州共立大 九州共立大

決勝 52.93 53.57 53.93 53.97 54.33 55.31 55.67 56.45

自由形 近藤　　樹 大2 田中　大寛 中3 川野　誠悟 高1 曽我　祐歩 高2 伊東　大稀 高1 川野　匠摩 高1 江副しずく 高1 立山　拓路 中3

400m 筑波大 ＸＹＺ別府 しんせいＳＣ アイル中津 大分雄城台高 津久見高校 大分雄城台高 しんせいＳＣ

決勝 4:03.30 4:11.96 4:14.71 4:14.92 4:23.41 4:23.80 4:32.09 4:32.36

(大会新)

背泳ぎ 多田　映仁 高2 一ノ宮　陸 高2 山中　大和 中3 広瀬　太吾 高3 林　　星那 中3 原　　諒佑 中1 渡邉　剛生 高2 今永　佳吾 高2

50m 佐伯鶴城 大分雄城台高 アイル中津 佐伯鶴城 アイル宇佐 大西ＳＳ 佐伯鶴城 アイル宇佐

決勝 28.76 29.12 29.91 30.12 30.45 30.54 31.23 31.47

背泳ぎ 植木　海帆 大3 多田　映仁 高2 一ノ宮　陸 高2 御手洗大心 中3 原　　諒佑 中1 山中　大和 中3 林　　星那 中3 三重野赳弘 高1

100m 国士舘大 佐伯鶴城 大分雄城台高 大分金子佐伯 大西ＳＳ アイル中津 アイル宇佐 A.O.B

決勝 59.62 1:01.28 1:01.73 1:03.97 1:05.41 1:05.61 1:06.08 1:06.40

平泳ぎ 浅井　拓実 高3 末松　一彦 大石　海斗 高3 三ツ股　希 中3 津﨑　海斗 高1 石井　颯人 高1 古賀　佑紀 高1 東藤　稜晟 中3

100m 大分雄城台高 大分市役所 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

決勝 1:04.88 1:07.12 1:07.40 1:07.54 1:08.15 1:09.67 1:09.95 1:11.36

バタフライ 浅井　拓実 高3 須崎　大輝 大4 若狭　　俊 渡邉　剛生 高2 山﨑　雄太 和田　啓佑 大1 片岡　浩一 小手川猛斗 高2

50m 大分雄城台高 九州共立大 大分市役所 佐伯鶴城 A.O.B 国士舘大 山本ＳＣ 津久見高校

決勝 26.24 26.26 26.78 26.86 27.40 27.47 27.59 28.04

バタフライ 姫嶋　一輝 大4 松尾　真理 高3 伊藤　海輝 大1 須崎　大輝 大4 島末　侑我 高2 和田　啓佑 大1 竹下　将輝 大2 二橋　英雅 高3

100m 九州共立大 大分雄城台高 日本体育大 九州共立大 大分雄城台高 国士舘大 国士舘大 佐伯鶴城

決勝 56.56 57.17 57.20 57.36 57.43 58.08 59.08 1:00.28

個人メドレー 伊藤　海輝 大1 伊東　裕貴 高3 菅野　　遼 中3 大石　海斗 高3 生野　優太 高1 二橋　英雅 高3 小畑　楽人 中3 長瀬　太快 高3

200m 日本体育大 青山・翔青高 大分金子大分 大分雄城台高 大分雄城台高 佐伯鶴城 大在中 津久見高校

決勝 2:07.25 2:08.53 2:10.81 2:15.07 2:19.33 2:21.41 2:22.21 2:25.38

リレー 九州共立大 大 大分雄城台高 高 佐伯鶴城 高 アイル中津 大分金子大分 中 津久見高校 高 ＸＹＺ別府 アイル宇佐

200m 姫嶋　一輝 大4 小野　翔真 高2 広瀬　太吾 高3 山中　大和 中3 沓掛　修也 中1 川野　匠摩 高1 田中　大寛 中3 林　　星那 中3

決勝 須崎　大輝 大4 長尾　郁哉 高2 渡邉　剛生 高2 曽我　祐歩 高2 在津　　樹 中3 石井　颯人 高1 中尾　陵将 乙部　尚輝 中3

前田　信洋 大2 浅井　拓実 高3 多田　映仁 高2 角畑　僚太 高2 平野　翔太 中2 小手川猛斗 高2 桝田　照瑛 中2 園部　俊輔 高1

新田　　良 大2 松尾　真理 高3 東　　遼大 高3 田代　智基 高1 菅野　　遼 中3 長瀬　太快 高3 小野　文殊 中2 今永　佳吾 高2

1:39.63 Fin. 1:39.84 Fin. 1:43.10 Fin. 1:45.04 Fin. 1:45.17 Fin. 1:45.68 Fin. 1:46.48 Fin. 1:48.68 Fin.

(大会新) (大会新)

   24.34 1st.    24.63 1st.    26.11 1st.    25.89 1st.    26.36 1st.    26.79 1st.    24.36 1st.    27.92 1st.

(県中新) 1st.
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