
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 4x50m フリーリレー タイム決勝 全区分
1/4 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ (大田　華鈴      ) 一般    29.59  2:02.96 GR

競技No. 4 女子  200m 自由形 タイム決勝 全区分
2/4 亀井　　杏 臼杵ＳＳ 中3  2:16.93 大会新
2/3 小野　梨花 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 高3  2:19.06 大会新
2/2 坂下　花菜 佐伯鶴城 高1  2:23.24 大会新
2/6 中市　　遥 津久見高校 高3  2:26.93 大会新

競技No. 5 男子  200m 自由形 タイム決勝 全区分
4/4 左藤　優貴 ＮＡＳ大分 中3  2:00.17 大会新
4/3 池﨑　　結 ＮＡＳ大分 中3  2:08.89 大会新
4/6 布木　智悠 ＸＹＺ別府 中3  2:09.18 大会新
4/5 安東　希渉 ＸＹＺ別府 中3  2:09.34 大会新
4/2 伊東　寛人 大分市ＳＳ 中1  2:15.19 大会新

競技No. 6 女子  200m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
1/5 神崎　日葵 SACOT 中1  2:43.64 大会新
1/4 石田　未来 大西ＳＳ 高1  2:44.78 大会新
1/3 合澤　風優 大分市ＳＳ 中3  2:58.41 大会新
1/7 藤本　　明 別府翔青高 高3  2:58.72 大会新

競技No. 7 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
3/6 谷本　虎隆 サーフＳＴＯ 中2  2:36.20 大会新

競技No. 8 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  2:21.53 大会新
1/5 小田　ゆき ＸＹＺ別府 中3  2:23.50 大会新

競技No. 9 男子  200m バタフライ タイム決勝 全区分
1/4 入江　崇也 佐伯鶴城 高3  2:04.18 大会新

競技No. 12 女子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
13/3 中村あすか ＮＡＳ大分 中1    29.11 大会新
11/2 柴田　　唯 TST 小5    31.58 大会新

競技No. 13 男子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
17/1 山下　紘輝 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中3    25.78 大会新
9/6 安部　　粋 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小4    32.12 大会新

競技No. 14 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
3/4 宮澤　　舞 ＸＹＺ別府 小4    45.15 大会新

競技No. 15 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
3/2 木村　祇統 山本JSC 小5    39.36 大会新
3/7 吉岡　巧真 ビート大在 小4    40.05 大会新
3/6 岡田　一保 ＸＹＺ別府 小5    41.67 大会新

競技No. 16 女子  400m 個人メドレー タイム決勝 全区分
1/5 小倉　苺歌 大西ＳＳ 中2  5:45.53 大会新

競技No. 19 男子 1500m 自由形 タイム決勝 全区分
1/4 渡辺　凌平 佐伯鶴城 高3 9:00.02 17:03.18 大会新
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競技No. 20 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    30.33 大会新
5/5 柴田　　唯 TST 小5    32.01 大会新

競技No. 21 男子   50m バタフライ タイム決勝 全区分
4/6 中西　泰雅 ＸＹＺ別府 小6    29.25 大会新
4/8 矢田　奏汰 ＸＹＺ別府 中1    31.67 大会新

競技No. 22 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
4/4 大田　華蓮 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中1    32.42 大会新
4/3 松原　望朱 ビート大在 小6    34.35 大会新

競技No. 23 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
4/3 宮内　風響 ＸＹＺ別府 中1    32.10 大会新
4/2 岩熊　晃司 ＸＹＺ別府 小4    38.23 大会新
4/6 安部　　粋 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小4    38.37 大会新

競技No. 24 女子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
4/5 大田　華鈴 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中1  1:07.07 大会新

競技No. 25 男子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
8/4 宮田幸生羅 ＸＹＺ別府 高2    52.72 大会新
8/7 山下　紘輝 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中3    57.45 大会新

競技No. 26 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
3/4 石田　未来 大西ＳＳ 高1  1:16.58 大会新

競技No. 27 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
4/3 後藤　豊貴 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中2  1:12.00 大会新

競技No. 28 女子  100m バタフライ タイム決勝 全区分
2/4 奥川　夏実 わかあゆＳＣ 中3  1:03.82 大会新
2/3 小田　ゆき ＸＹＺ別府 中3  1:05.50 大会新
2/5 中村あすか ＮＡＳ大分 中1  1:06.58 大会新

競技No. 29 男子  100m バタフライ タイム決勝 全区分
3/4 入江　崇也 佐伯鶴城 高3    55.56 大会新
2/2 中西　泰雅 ＸＹＺ別府 小6  1:05.92 大会新
1/5 兒玉　十輝 ＸＹＺ別府 小5  1:09.90 大会新
1/3 中尾　好古 ＸＹＺ別府 中1  1:10.80 大会新

競技No. 30 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
3/6 大田　華蓮 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中1  1:10.10 大会新
3/7 松原　望朱 ビート大在 小6  1:14.50 大会新

競技No. 31 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
3/4 池﨑　　結 ＮＡＳ大分 中3  1:06.04 大会新
3/5 岩熊　悠晴 ＸＹＺ別府 中2  1:06.65 大会新
3/6 宮内　風響 ＸＹＺ別府 中1  1:10.60 大会新
3/7 西尾　　瞬 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 中1  1:11.60 大会新

競技No. 32 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 全区分
3/4 山中　すず 大西ＳＳ 高3  2:26.71 大会新
3/3 倉橋　美羽 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小6  2:37.86 大会新
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競技No. 33 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 全区分
3/8 安部　　粋 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 小4  2:53.42 大会新

競技No. 34 女子  400m 自由形 タイム決勝 全区分
2/4 亀井　　杏 臼杵ＳＳ 中3  4:49.62 大会新

競技No. 35 男子  400m 自由形 タイム決勝 全区分
2/4 宮田幸生羅 ＸＹＺ別府 高2  4:15.83 大会新
2/5 渡辺　凌平 佐伯鶴城 高3  4:16.25 大会新
2/3 安東　希渉 ＸＹＺ別府 中3  4:30.92 大会新
2/6 辰口　幸祐 わかあゆＳＣ 中2  4:41.22 大会新

競技No. 36 女子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 全区分
1/4 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ (大田　華蓮      ) 一般    32.50  2:14.45 GR

競技No. 37 男子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 全区分
1/5 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ (安部　　粋      ) 小学    39.11  2:42.96 GR

2022/06/13 12:54:39 Page 3SEIKO Swimming Results System

新記録一覧


