
第５１回大分県春季水泳競技大会

組/水路 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

競技No. 1 女子  200m 自由形 タイム決勝 全区分
4/5 倉橋　美羽 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小6  2:18.96 大会新
3/1 柴田　　唯 TST 小5  2:24.49 大会新
2/7 松本　茜空 TST 小4  2:37.61 大会新

競技No. 3 女子  200m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
2/5 神崎　日葵 SACOT 中1  2:40.44 大会新
2/1 大田　華鈴 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中1  2:49.66 大会新
2/7 宿　文皓明 ＸＹＺ別府 中1  2:50.15 大会新

競技No. 4 女子  200m バタフライ タイム決勝 全区分
1/4 奥川　夏実 わかあゆＳＣ 中3  2:17.29 大会新

競技No. 5 女子  400m 個人メドレー タイム決勝 全区分
1/4 山川　響暉 大分雄城台高 高3  4:53.30 県新

県高新
大会新

1/5 原　　千尋 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 高3  5:06.58 大会新

競技No. 6 女子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
15/4 山中　すず 大西ＳＳ 高3    27.01 大会新
15/5 中村あすか ＮＡＳ大分 中1    28.46 大会新

競技No. 7 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
5/5 大田　芽依 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中3    32.00 大会新
5/4  松川とも枝 別府翔青高 高2    32.20 大会新
5/3 大田　華蓮 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中1    32.35 =大会

競技No. 8 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
6/4 石田　未来 大西ＳＳ 高1    35.51 大会新

競技No. 9 女子   50m バタフライ タイム決勝 全区分
5/4 中村あすか ＮＡＳ大分 中1    30.28 大会新
5/3 柴田　　唯 TST 小5    32.01 大会新

競技No. 11 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 全区分
4/4 山川　響暉 大分雄城台高 高3  2:21.68 大会新
4/2 倉橋　美羽 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小6  2:31.46 大会新

競技No. 12 女子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
9/4 山中　すず 大西ＳＳ 高3    58.24 大会新

競技No. 14 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
4/4 石田　未来 大西ＳＳ 高1  1:14.42 大会新
4/3 神崎　日葵 SACOT 中1  1:15.24 大会新
4/6 宿　文皓明 ＸＹＺ別府 中1  1:18.09 大会新

競技No. 15 女子  100m バタフライ タイム決勝 全区分
3/4 奥川　夏実 わかあゆＳＣ 中3  1:03.64 大会新
3/8 柴田　　唯 TST 小5  1:10.63 大会新

競技No. 17 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
2/4 梶原　悟史 日田Ｓ＆Ｔ 中3  2:08.76 大会新
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競技No. 19 男子  200m バタフライ タイム決勝 全区分
2/4 入江　崇也 佐伯鶴城 高3  1:58.76 大会新

競技No. 21 男子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
20/4 宮田幸生羅 ＸＹＺ別府 高2    23.66 大会新
13/7 安部　　粋 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小4    31.63 大会新

競技No. 22 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
6/4 池崎　　結 ＮＡＳ大分 中3    29.07 大会新
6/5 左藤　優貴 ＮＡＳ大分 中3    29.28 大会新
5/5 安部　　粋 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小4    36.49 大会新
5/3 岩熊　晃司 ＸＹＺ別府 小4    37.39 大会新

競技No. 23 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
7/4 浅井　拓実 泳樹会    28.79 大会新
5/6 吉岡　巧真 ビート大在 小4    39.44 大会新

競技No. 24 男子   50m バタフライ タイム決勝 全区分
6/4 植木　海帆 ＸＹＺ別府    26.07 大会新
6/3 入江　　駿 SACOT 中1    29.26 大会新
6/2 中西　泰雅 ＸＹＺ別府 小6    30.07 大会新
5/6 兒玉　十輝 ＸＹＺ別府 小5    31.94 大会新

競技No. 25 男子  400m 自由形 タイム決勝 全区分
2/7 左藤　優貴 ＮＡＳ大分 中3  4:10.10 =大会

競技No. 26 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 全区分
6/5 永家　智志 サーフＳＴＯ  2:06.60 大会新
6/6 新田　城二 関愛会  2:10.75 大会新
3/4 安部　　粋 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小4  2:45.15 大会新
3/3 吉岡　巧真 ビート大在 小4  2:46.57 大会新

競技No. 27 男子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
9/2 井上　　燎 泳樹会 大3    55.12 大会新

競技No. 28 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
4/3 植木　海帆 ＸＹＺ別府    59.63 大会新
4/5 梶原　悟史 日田Ｓ＆Ｔ 中3  1:00.21 大会新
2/4 岩熊　晃司 ＸＹＺ別府 小4  1:21.01 大会新
2/5 安部　　粋 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小4  1:21.16 大会新

競技No. 30 男子  100m バタフライ タイム決勝 全区分
3/4 永家　智志 サーフＳＴＯ    55.99 大会新
3/5 福田　夢叶 大分雄城台高 高3    56.21 大会新
2/5 中西　泰雅 ＸＹＺ別府 小6  1:07.21 大会新
1/4 兒玉　十輝 ＸＹＺ別府 小5  1:09.91 大会新
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