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2021/07/25～2021/07/25

会場  学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
吉岡　聖真  小1 松下　友晴  小1 堀川　十碧  小1

大分金子 SACOT ＸＹＺ別府

42.74 46.88 1:11.53

吉岡　聖真  小1 堀川　十碧  小1 岩﨑　由真  小1

大分金子 ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府

51.74 1:09.67 1:33.23

首藤　崇孜  小1

ＸＹＺ別府

1:02.82

首藤　崇孜  小1

ＸＹＺ別府

1:16.84

2021/07/25 17:28:18 SEIKO Swimming Results System

自由形 
  50m 

タイム決勝

背泳ぎ 
  50m 

タイム決勝

平泳ぎ 
  50m 

タイム決勝

バタフライ 
  50m 

タイム決勝
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2021/07/25～2021/07/25

会場  学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
澤井　千昊  小2 古屋　結都  小2 木村　龍旺  小2 吉武　橙利  小2 藤原　悠真  小2 河野　圭亮  小2 小川　凌空  小2 倉田　尊全  小2

大分金子 ＸＹＺ別府 山本JSC ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 日田Ｓ＆Ｔ 山本JSC 大西ＳＳ

40.25 40.55 43.77 44.50 45.94 48.00 49.58 51.51

澤井　千昊  小2 吉武　橙利  小2 河野　圭亮  小2 倉田　尊全  小2 魚住　円曽  小2 棚村　承介  小2 山本　真紘  小2 衛藤　悠杜  小2

大分金子 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 日田Ｓ＆Ｔ 大西ＳＳ ＸＹＺ別府 敷戸育泳会 わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府

44.98 56.40 59.03 59.24 1:01.00 1:04.90 1:11.86 1:18.11

古屋　結都  小2 藤原　悠真  小2 木村　龍旺  小2 林田　昭人  小2 小川　凌空  小2 衛藤　悠杜  小2

ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 山本JSC ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 山本JSC ＸＹＺ別府

53.07 54.44 56.29 1:00.35 1:01.25 1:07.83

魚住　円曽  小2 林田　昭人  小2

ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

53.72 59.80

2021/07/25 17:29:41 SEIKO Swimming Results System

自由形 
  50m 

タイム決勝

背泳ぎ 
  50m 

タイム決勝

平泳ぎ 
  50m 

タイム決勝
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2021/07/25～2021/07/25

会場  学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
安部　　粋  小3 吉岡　巧真  小3 衛藤　晃玄  小3 岩熊　晃司  小3 山本　恵士  小3 上野　栞永  小3 大久保光翔  小3 堀　　久翔  小3

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 大分金子 NAS大分 ＸＹＺ別府 山本JSC ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＫＳＴ ＫＳＴ

33.92 34.13 36.02 36.34 37.30 39.06 39.07 39.52

安部　　粋  小3 岩熊　晃司  小3 上野　栞永  小3 森　　心生  小3 衛藤　晃玄  小3 杉野　真己  小3 松成正志郎  小3 姫野　敦士  小3

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ わかあゆＳＣ NAS大分 ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 敷戸育泳会

38.15 40.17 42.38 46.14 46.64 46.67 48.87 52.53

吉岡　巧真  小3 山本　恵士  小3 石川　　航  小3 杉野　真己  小3 野田　康太  小3 権田　栄太  小3 松成正志郎  小3

大分金子 山本JSC ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＸＹＺ別府 大西ＳＳ 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

43.28 47.99 49.37 52.15 53.76 54.69 57.22

大会新

大久保光翔  小3 堀　　久翔  小3 佐藤　珀燈  小3 坂田　聡哉  小3 己年後智思  小3 兼高　龍正  小3 太田　優輝  小3

ＫＳＴ ＫＳＴ ＸＹＺ別府 大西ＳＳ 大西ＳＳ ＸＹＺ別府 つくみＪＳＣ

41.61 43.04 44.12 46.66 51.85 1:13.03 1:14.47

2021/07/25 17:30:18 SEIKO Swimming Results System
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2021/07/25～2021/07/25

会場  学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
後藤　正豊  小4 池崎　穏人  小4 佐野　理人  小4 溝口　煌也  小4

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 大分市ＳＳ 山本JSC つくみＪＳＣ

36.38 36.59 38.04 42.14

池崎　穏人  小4 松本　晴空  小4

大分市ＳＳ SACOT

1:18.95 1:19.38

後藤　正豊  小4 佐野　理人  小4 高森　櫻介  小4 溝口　煌也  小4

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 山本JSC 杵築育泳会 つくみＪＳＣ

42.06 42.87 48.42 57.35

高森　櫻介  小4

杵築育泳会

1:47.23

木村　祇統  小4 岡田　一保  小4 伊東　章真  小4 首藤　崇吾  小4

山本JSC ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府

42.49 43.38 46.48 53.86

木村　祇統  小4 岡田　一保  小4 伊東　章真  小4 首藤　崇吾  小4

山本JSC ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府

1:31.08 1:34.37 1:42.56 2:01.83

兒玉　十輝  小4 福田　晃生  小4

ＸＹＺ別府 大分金子

34.47 37.83

兒玉　十輝  小4 松本　晴空  小4 福田　晃生  小4

ＸＹＺ別府 SACOT 大分金子

2:52.90 3:17.23 3:18.34

2021/07/25 17:31:52 SEIKO Swimming Results System

平泳ぎ 
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2021/07/25～2021/07/25

会場  学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
赤峯　佑都  小5 中西　泰雅  小5 福島　寛仁  小5 河津　永真  小5 甲斐　栄光  小5 松下　晴一  小5 松井　怜照  小5 中野　彰人  小5

ビート大在 ＸＹＺ別府 ＫＳＴ 大分市ＳＳ SACOT SACOT 杵築育泳会 日田Ｓ＆Ｔ

31.41 31.87 35.55 35.59 36.55 36.80 38.57 39.56

山下　麗夢  小5 河津　永真  小5 松成甲太郎  小5

大分市ＳＳ 大分市ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

1:18.18 1:21.65 1:23.59

河野　瑞貴  小5 渡邊　虹稀  小5 松成甲太郎  小5 中野　彰人  小5 斉藤　礼知  小5 三宅　遥稀  小5 中津留大河  小5 徳丸　拓真  小5

大西ＳＳ ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 日田Ｓ＆Ｔ ＫＳＴ 山本JSC わかあゆＳＣ サーフＳＴＯ

40.21 42.70 44.96 45.23 45.90 48.02 51.15 52.01

吉岡　叶真  小5 河野　瑞貴  小5 渡邊　虹稀  小5 福島　寛仁  小5

ＫＳＴ 大西ＳＳ ＸＹＺ別府 ＫＳＴ

1:24.68 1:28.58 1:33.72 1:36.27

赤峯　佑都  小5 吉岡　叶真  小5 田辺　隼斗  小5 松下　晴一  小5 田西　諒祐  小5 斉藤　礼知  小5 河野　　晴  小5 三宅　遥稀  小5

ビート大在 ＫＳＴ 大分市ＳＳ SACOT 敷戸育泳会 ＫＳＴ ビート大在 山本JSC

38.14 43.57 44.83 46.74 51.26 51.43 51.63 54.41

田辺　隼斗  小5

大分市ＳＳ

1:34.83

中西　泰雅  小5 山本　隼士  小5 松井　怜照  小5 甲斐　栄光  小5

ＸＹＺ別府 山本JSC 杵築育泳会 SACOT

32.41 37.51 43.17 43.46

坂梨　凌大  小5

ＫＳＴ

1:18.75

坂梨　凌大  小5 山本　隼士  小5

ＫＳＴ 山本JSC

2:55.76 3:05.04
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2021/07/25～2021/07/25

会場  学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
西尾　　瞬  小6 高橋洸乃介  小6 伊東　寛人  小6 中尾　好古  小6 吉瀬　惣観  小6 那須万尚人  小6 出口　悠太  小6 合澤　蒼風  小6

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 日田Ｓ＆Ｔ 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府 ＫＳＴ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ NAS大分 大分市ＳＳ

29.53 30.63 30.66 31.47 32.16 34.51 34.55 35.74

小野　火斑  小6 伊東　寛人  小6 西尾　　瞬  小6 高橋洸乃介  小6 岡山　諒大  小6 古川　冬馬  小6 矢田　奏汰  小6 山本　惟人  小6

ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 日田Ｓ＆Ｔ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 山本JSC ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

1:05.56 1:05.59 1:06.60 1:08.85 1:09.61 1:10.16 1:10.71 1:15.11

宮内　風響  小6 合澤　蒼風  小6 高岡　　拓  小6 冨高　琥海  小6 那須万尚人  小6 山内　奏和  小6 井村　龍弥  小6

ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ 山本JSC サーフＳＴＯ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ サーフＳＴＯ わかあゆＳＣ

34.94 39.21 41.88 42.41 43.83 45.35 45.53

宮内　風響  小6 吉瀬　惣観  小6 古川　冬馬  小6 高岡　　拓  小6

ＸＹＺ別府 ＫＳＴ 山本JSC 山本JSC

1:16.74 1:22.85 1:24.93 1:31.24

小野　佑人  小6 井上　　錬  小6 山本　惟人  小6 渡辺　剣士  小6 寺岡　波輝  小6 諌山　功宜  小6 浜田　漣斗  小6 池見　　健  小6

つくみＪＳＣ ＫＳＴ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府 ビート大在 山本JSC ビート大在

36.63 39.11 40.06 41.70 43.18 44.65 46.50 47.69

小田　涼介  小6 小野　佑人  小6 岡山　諒大  小6 井上　　錬  小6 寺岡　波輝  小6 石児遼太郎  小6 浜田　漣斗  小6

ＸＹＺ別府 つくみＪＳＣ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＫＳＴ ＸＹＺ別府 杵築育泳会 山本JSC

1:17.99 1:18.41 1:24.18 1:29.82 1:33.61 1:35.86 1:37.45

入江　　駿  小6 多田倖太朗  小6 小川　琉惟  小6 矢野　天翔  小6 石児遼太郎  小6 出口　悠太  小6 田島　　怜  小6

SACOT NAS大分 山本JSC 敷戸育泳会 杵築育泳会 NAS大分 つくみＪＳＣ

30.83 32.64 33.46 37.63 37.92 41.62 53.31

入江　　駿  小6 多田倖太朗  小6 中尾　好古  小6

SACOT NAS大分 ＸＹＺ別府

1:10.10 1:10.86 1:13.67

小田　涼介  小6 小野　火斑  小6 矢田　奏汰  小6 渡辺　剣士  小6 小川　琉惟  小6 加藤　玄翔  小6

ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ 山本JSC 大分市ＳＳ

2:37.58 2:46.33 2:47.80 2:52.72 2:55.80 2:59.21
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2021/07/25～2021/07/25

会場  学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ＸＹＺ別府  小 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ  小 大分市ＳＳ  小 山本JSC  小 SACOT  小 ビート大在  小 サーフＳＴＯ  小 つくみＪＳＣ  小

小野　火斑  小6 西尾　　瞬  小6 伊東　寛人  小6 小川　琉惟  小6 入江　　駿  小6 赤峯　佑都  小5 冨高　琥海  小6 小野　佑人  小6

中尾　好古  小6 岡山　諒大  小6 合澤　蒼風  小6 高岡　　拓  小6 甲斐　栄光  小5 池見　　健  小6 徳丸　侑真  小5 田島　　怜  小6

中西　泰雅  小5 山本　惟人  小6 渡辺　剣士  小6 浜田　漣斗  小6 松本　晴空  小4 諌山　功宜  小6 徳丸　拓真  小5 溝口　煌也  小4

小田　涼介  小6 那須万尚人  小6 加藤　玄翔  小6 古川　冬馬  小6 松下　晴一  小5 河野　　晴  小5 山内　奏和  小6 太田　優輝  小3

2:03.00  Fin. 2:09.60  Fin. 2:11.94  Fin. 2:13.22  Fin. 2:21.22  Fin. 2:28.79  Fin. 2:39.47  Fin. 2:40.92  Fin.

29.98  1st. 29.30  1st. 30.74  1st. 30.87  1st. 30.63  1st. 33.60  1st. 35.01  1st. 32.10  1st.

ＸＹＺ別府  小 大分市ＳＳ  小 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ  小 山本JSC  小 大西ＳＳ  小 つくみＪＳＣ  小

宮内　風響  小6 加藤　玄翔  小6 安部　　粋  小3 古川　冬馬  小6 河野　瑞貴  小5 溝口　煌也  小4

小田　涼介  小6 渡辺　剣士  小6 山本　惟人  小6 木村　祇統  小4 野田　康太  小3 小野　佑人  小6

中西　泰雅  小5 伊東　寛人  小6 西尾　　瞬  小6 小川　琉惟  小6 坂田　聡哉  小3 田島　　怜  小6

小野　火斑  小6 合澤　蒼風  小6 岡山　諒大  小6 山本　隼士  小5 己年後智思  小3 太田　優輝  小3

2:13.43  Fin. 2:25.16  Fin. 2:26.13  Fin. 2:29.82  Fin. 3:09.71  Fin. 3:19.47  Fin.

大会新

34.29  1st. 39.62  1st. 38.87  1st. 39.18  1st. 40.96  1st. 56.63  1st.

2021/07/25 17:36:45 SEIKO Swimming Results System
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