
第９回大分県長水路公認・認定記録会                     女子成績一覧表 

2016/08/21 ～ 2016/08/21

会場    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　　瞳 大3 下郡　千星 中2 安波　美鈴 高2 楳木　麻央 中1 岩田優美香 中3 鮫島　知優 中2 木﨑　　心 中3 澤田　彩乃 中3

50m 九州共立大 ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府 大分金子大分 ひめやまＳＣ

タイム決勝 28.98 29.41 29.66 29.75 29.76 30.08 30.20 30.34

自由形 白石　成美 大4 立山　青葉 中1 岩田優美香 中3 下郡　千星 中2 石井　　瞳 大3 松原　　夢 中3 佐藤　涼帆 中1 澤田　彩乃 中3

100m 九州共立大 しんせいＳＣ 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府 九州共立大 大分市ＳＳ しんせいＳＣ ひめやまＳＣ

タイム決勝 1:00.94 1:02.22 1:05.44 1:05.57 1:05.85 1:05.85 1:06.20 1:06.58

(同5位)

自由形 白石　成美 大4 髙野　二葉 中3 都﨑　彩花 中2 岩田優美香 中3 高橋　彩月 中2 相良　優嘉 高1 高山　凛花 小6 高築　芽愛 小6

200m 九州共立大 臼杵ＳＳ 日田Ｓ＆Ｔ 大分市ＳＳ 大分市ＳＳ 大西ＳＳ 大西ＳＳ 大西ＳＳ

タイム決勝 2:11.74 2:14.44 2:24.63 2:27.80 2:34.62 2:35.86 2:38.18 2:51.20

自由形 髙野　二葉 中3 池﨑　美弥 高2 都﨑　彩花 中2 高橋　彩月 中2 松原　心晴 小5

400m 臼杵ＳＳ 青山・翔青高 日田Ｓ＆Ｔ 大分市ＳＳ 大分金子大分

タイム決勝 4:41.79 4:54.46 5:10.22 5:20.17 5:33.71

背泳ぎ 楳木　麻央 中1 大川　真由 大1 下郡　千星 中2 大野　芹奈 中1 松原　　夢 中3 岩田優美香 中3 綾部真梨加 中2 内野　愛菜 中2

50m ＸＹＺ別府 九州共立大 ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ 大分市ＳＳ 杵築育泳会 みえＳＳ

タイム決勝 33.00 33.06 34.21 34.24 34.77 36.17 36.30 36.61

背泳ぎ 大川　真由 大1 楳木　麻央 中1 川口こゆき 高1 山川　響暉 小6 綾部真梨加 中2 大田　芽依 小3 後藤　万尋 小6 小田　ゆき 小3

100m 九州共立大 ＸＹＺ別府 大分雄城台高 しんせいＳＣ 杵築育泳会 大分金子大分 大分金子わさだ 大分金子府内

タイム決勝 1:10.55 1:11.86 1:13.82 1:15.56 1:19.39 1:24.51 1:25.75 1:27.64

背泳ぎ 御手洗果歩 小5 御手洗心音 小5 伊東　莉奈 中2

200m 山本ＳＣ 山本ＳＣ しぶきＳＣ

タイム決勝 3:02.12 3:16.39 3:19.84

平泳ぎ 伊東　奈央 中3 大野　芹奈 中1 佐藤　颯季 高1 佐藤　　愛 中1 菅野　結葵 中1 粕谷　　光 中1 原　　千尋 小6 高木琴々音 中2

50m 大分金子佐伯 ＸＹＺ別府 大分上野丘 ＸＹＺ別府 大分金子大分 大西ＳＳ 大分金子大分 杵築育泳会

タイム決勝 37.58 38.17 38.50 39.08 39.62 39.70 41.20 41.94

平泳ぎ 佐藤志帆子 大1 三笘　純伶 中2 佐藤　　愛 中1 伊東　奈央 中3 粕谷　　光 中1 菅野　結葵 中1 佐土原里菜 中2 佐藤　涼凪 高1

100m 九州共立大 日田Ｓ＆Ｔ ＸＹＺ別府 大分金子佐伯 大西ＳＳ 大分金子大分 しぶきＳＣ 大分雄城台高

タイム決勝 1:16.42 1:21.10 1:24.11 1:24.60 1:26.25 1:27.20 1:28.49 1:28.64

平泳ぎ 三笘　純伶 中2 伊東　奈央 中3 粕谷　　光 中1 原　　千尋 小6 足立　　涼 中3 山崎　千尋 小5

200m 日田Ｓ＆Ｔ 大分金子佐伯 大西ＳＳ 大分金子大分 ＸＹＺ別府 山本ＳＣ

タイム決勝 2:54.09 3:00.24 3:06.90 3:11.67 3:12.22 3:28.42
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バタフライ 安波　美鈴 高2 堂後　　新 高1 鮫島　知優 中2 桜本　七海 高2 吉田　　暖 中1 都﨑　彩花 中2 安東　来桃 小6 木﨑　　心 中3

50m ＸＹＺ別府 大西ＳＳ ＸＹＺ別府 大西ＳＳ 大西ＳＳ 日田Ｓ＆Ｔ 大分金子わさだ 大分金子大分

タイム決勝 30.66 31.09 31.29 31.42 31.86 32.07 32.48 33.12

バタフライ 桜本　七海 高2 堂後　　新 高1 立山　青葉 中1 鮫島　知優 中2 吉田　　暖 中1 都﨑　彩花 中2 安東　来桃 小6 御手洗果歩 小5

100m 大西ＳＳ 大西ＳＳ しんせいＳＣ ＸＹＺ別府 大西ＳＳ 日田Ｓ＆Ｔ 大分金子わさだ 山本ＳＣ

タイム決勝 1:06.87 1:08.72 1:09.88 1:10.24 1:11.34 1:14.74 1:15.56 1:25.44

バタフライ 山本　玲那 大3 堂後　　新 高1 谷口　優莉 中1

200m 九州共立大 大西ＳＳ 山本ＳＣ

タイム決勝 2:22.99 2:34.53 3:22.18

(大会新)

個人メドレー 立山　青葉 中1 吉田　　暖 中1 山川　響暉 小6 安東　来桃 小6 原　　千尋 小6 佐々木音寧 高1 松原　心晴 小5 石山　杏実 中2

200m しんせいＳＣ 大西ＳＳ しんせいＳＣ 大分金子わさだ 大分金子大分 佐伯鶴城 大分金子大分 大分金子佐伯

タイム決勝 2:31.25 2:33.22 2:42.25 2:50.03 2:52.48 2:52.77 2:54.39 2:55.11

個人メドレー 石山　杏実 中2

400m 大分金子佐伯

タイム決勝 6:17.41

リレー ＸＹＺ別府 大分金子大分 山本ＳＣ トップＷ大分 トップＷ大分

200m 安波　美鈴 高2 大田　芽依 小3 御手洗果歩 小5 亀井　美心 小5 荒川　琴美 小6

タイム決勝 下郡　千星 中2 木﨑　　心 中3 山崎　千尋 小5 三重野葵衣 小2 後藤　碧衣 小5

鮫島　知優 中2 菅野　結葵 中1 五嶋　沙奈 小6 三田井心美 小3 中村あすか 小1

楳木　麻央 中1 松原　心晴 小5 谷口　優莉 中1 中村　優那 小4 福島杷那子 小4

1:57.41 Fin. 2:08.17 Fin. 2:35.80 Fin. 3:18.07 Fin. 3:20.91 Fin.

(大会新)

   28.92 1st.    33.31 1st.    33.76 1st.    41.03 1st.    41.85 1st.

メドレーリレー ＸＹＺ別府 大分金子大分 山本ＳＣ トップＷ大分 トップＷ大分

200m 楳木　麻央 中1 菅野　結葵 中1 五嶋　沙奈 小6 亀井　美心 小5 上杉　茉奈 小3

タイム決勝 安波　美鈴 高2 原　　千尋 小6 山崎　千尋 小5 荒川　琴美 小6 後藤　碧衣 小5

鮫島　知優 中2 木﨑　　心 中3 谷口　優莉 中1 福島杷那子 小4 三田井心美 小3

下郡　千星 中2 馬見塚桜子 小4 御手洗果歩 小5 中村　優那 小4 三重野葵衣 小2

2:11.30 Fin. 2:27.87 Fin. 2:51.80 Fin. 3:18.19 Fin. 4:14.23 Fin.

   33.02 1st.    37.33 1st.    42.67 1st.    49.11 1st.  1:08.15 1st.
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メドレーリレー トップＷ大分

400m 亀井　美心 小5

タイム決勝 荒川　琴美 小6

加藤愛優奈 中3

中村　優那 小4

6:55.17 Fin.

 1:42.09 1st.
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