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競技№   5 男子  200m バタフライ タイム決勝 全区分
 1/ 3 宮田幸生羅                    ＸＹＺ別府      小5  2:38.57 大会新

競技№   6 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 2/ 4 一ノ宮　陸                    大分雄城台高    高2  2:07.05 大会新

 2/ 3 田村　烈士                    わかあゆＳＣ    中2  2:14.80 大会新

競技№   7 女子  200m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 1/ 2 松川とも枝                    わかあゆＳＣ    小5  2:32.54 大会新

競技№  10 男子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
12/ 4 田中　大寛                    ＸＹＺ別府      中3    51.62 大会新

12/ 7 大坪　　海                    しんせいＳＣ    中2    56.22 大会新

競技№  11 女子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
 6/ 5 立山　青葉                    しんせいＳＣ    中1  1:01.19 大会新

 6/ 6 若林　礼華                    大分金子大分    中1  1:01.42 大会新

競技№  16 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 7/ 4 山中　大和                    アイル中津      中3    27.59 大会新

 7/ 7 田村　烈士                    わかあゆＳＣ    中2    30.30 大会新

 6/ 7 中原　　克                    大分金子府内    小4    35.12 大会新

競技№  17 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 6/ 2 松川とも枝                    わかあゆＳＣ    小5    33.40 大会新

 4/ 5 小田　ゆき                    大分金子府内    小3    38.48 大会新

競技№  19 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 全区分
 3/ 5 若林　礼華                    大分金子大分    中1  2:28.87 大会新

 2/ 3 大田　芽依                    大分金子大分    小3  2:50.07 大会新

 2/ 2 小田　ゆき                    大分金子府内    小3  2:53.48 大会新

競技№  20 男子  200m 自由形 タイム決勝 全区分
 5/ 4 岩田　優雅                    大分市ＳＳ      中1  2:02.63 大会ﾀｲ

競技№  21 女子  200m 自由形 タイム決勝 全区分
 3/ 3 立山　青葉                    しんせいＳＣ    中1  2:10.25 大会新

 3/ 2 福島　心響                    ﾙﾈｻﾝｽ大分       小6  2:14.08 大会新

競技№  26 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 1/ 3 中原　　克                    大分金子府内    小4  1:17.23 大会新

競技№  28 男子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
22/ 4 菅野　　遼                    大分金子大分    中3    24.06 大会新

21/ 4 沓掛　修也                    大分金子大分    中1    26.06 大会新

13/ 3 中原　　克                    大分金子府内    小4    31.83 大会新

競技№  29 女子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
15/ 2 山中　すず                    アイル中津      小6    28.36 大会新

15/ 5 若林　礼華                    大分金子大分    中1    28.71 大会新

14/ 5 福島　心響                    ﾙﾈｻﾝｽ大分       小6    29.05 大会新

12/ 2 大田　芽依                    大分金子大分    小3    32.02 大会新

競技№  30 女子   50m 自由形 予選 全区分
 1/ 4 大田　芽依                    大分金子大分    小3    31.06 大会新


