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競技№   2 女子  400m 自由形 タイム決勝 全区分
 2/ 6 山川　響暉                    しんせいＳＣ    中3  4:38.28 大会新

 2/ 7 後藤果菜子                    わかあゆＳＣ    中1  4:43.12 大会新

 2/ 1 亀井　　杏                    臼杵ＳＳ        小6  4:47.77 大会新

 1/ 6 大田　芽依                    ﾙﾈｻﾝｽおおいた   小6  4:56.06 大会新

競技№   3 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
 4/ 4 池﨑　勇真                    大分雄城台高    高1  2:16.18 大会新

 4/ 1 高橋　　功                    ﾙﾈｻﾝｽおおいた   中2  2:23.21 大会新

競技№   5 男子  200m バタフライ タイム決勝 全区分
 2/ 5 入江　崇也                    SACOT           中3  2:03.72 県中新

大会新

競技№   6 女子  200m バタフライ タイム決勝 全区分
 1/ 4 福島　心響                    ﾙﾈｻﾝｽおおいた   中3  2:21.75 大会新

 1/ 6 小田　ゆき                    大分金子わさだ  小6  2:27.45 大会新

 1/ 2 奥川　夏実                    わかあゆＳＣ    小6  2:28.38 大会新

競技№   7 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 2/ 4 御手洗大心                    佐伯鶴城        高3  2:01.39 大会新

 1/ 5 中原　　克                    大分金子府内    中1  2:19.92 大会新

競技№   8 女子  200m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 1/ 5 松原　心晴                    大分金子大分    中2  2:24.59 大会新

競技№  10 女子  400m 個人メドレー タイム決勝 全区分
 1/ 4 山川　響暉                    しんせいＳＣ    中3  5:04.34 大会新

競技№  11 男子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
13/ 4 菅野　　遼                    佐伯鶴城        高3    50.68 大会新

13/ 5 坂田　涼人                    大分雄城台高    高3    52.21 大会新

競技№  12 女子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
 9/ 4 立山　青葉                    大分雄城台高    高1    59.09 大会新

 8/ 3 亀井　　杏                    臼杵ＳＳ        小6  1:05.50 大会新

 5/ 6 波多野愛來                    トップＷ大分    小4  1:15.42 大会新

競技№  13 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
11/ 4 三ッ股　希                    佐伯鶴城        高3    29.95 大会新

11/ 5 東藤　稜晟                    佐伯鶴城        高3    30.21 大会新

競技№  14 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
 6/ 4 石澤　芹那                    別府溝部短大    大2    35.55 大会新

 5/ 6 宿　文皓明                    ＸＹＺ別府      小4    39.98 大会新

競技№  15 男子   50m バタフライ タイム決勝 全区分
 9/ 4 菅野　　遼                    佐伯鶴城        高3    25.03 大会新

 9/ 2 宮田幸生羅                    ＸＹＺ別府      中2    28.29 大会新

 9/ 7 多田龍ノ介                    大分金子大分    中1    29.48 大会新

競技№  16 女子   50m バタフライ タイム決勝 全区分
 6/ 4 福島　心響                    ﾙﾈｻﾝｽおおいた   中3    29.57 大会新

 6/ 3 奥川　夏実                    わかあゆＳＣ    小6    31.09 大会新
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競技№  17 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 8/ 4 御手洗大心                    佐伯鶴城        高3    26.25 大会新

 8/ 5 田村　烈士                    大分雄城台高    高2    27.45 大会新

 8/ 3 中原　　克                    大分金子府内    中1    31.51 大会新

競技№  18 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 7/ 4 金子　　葵                    別府溝部短大    大1    29.74 大会新

 7/ 5 大田　芽依                    ﾙﾈｻﾝｽおおいた   小6    31.95 大会新

競技№  19 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 全区分
 6/ 3 坂田　涼人                    大分雄城台高    高3  2:07.71 大会新

 4/ 5 後藤　豊貴                    ﾙﾈｻﾝｽおおいた   小5  2:37.44 大会新

競技№  20 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 全区分
 4/ 3 松原　心晴                    大分金子大分    中2  2:26.88 大会新

競技№  21 男子  200m 自由形 タイム決勝 全区分
 1/ 4 伊東　寛人                    大分市ＳＳ      小4  2:33.20 大会新

 2/ 2 小田　涼介                    大分金子わさだ  小4  2:35.26 大会新

競技№  22 女子  200m 自由形 タイム決勝 全区分
 2/ 4 立山　青葉                    大分雄城台高    高1  2:06.36 大会新

競技№  24 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
 2/ 1 宿　文皓明                    ＸＹＺ別府      小4  1:29.07 大会新

競技№  25 男子  100m バタフライ タイム決勝 全区分
 5/ 4 入江　崇也                    SACOT           中3    56.53 大会新

 5/ 5 立山　拓路                    大分雄城台高    高3    56.80 大会新

 4/ 4 安倍　一稀                    大分市ＳＳ      中3    59.37 大会新

 4/ 2 宮田幸生羅                    ＸＹＺ別府      中2  1:01.42 大会新

競技№  26 女子  100m バタフライ タイム決勝 全区分
 2/ 3 奥川　夏実                    わかあゆＳＣ    小6  1:07.63 大会新

 2/ 6 小田　ゆき                    大分金子わさだ  小6  1:08.33 大会新

競技№  27 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 3/ 7 中原　　克                    大分金子府内    中1  1:04.37 大会新

競技№  28 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 2/ 3 大田　芽依                    ﾙﾈｻﾝｽおおいた   小6  1:09.83 大会新

競技№  29 男子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
23/ 4 菅野　　遼                    佐伯鶴城        高3    23.36 大会新

23/ 1 渡邉　　翔                    ｻ-ﾌSTO          高1    24.44 大会新

23/ 3 沓掛　修也                    大分雄城台高    高1    25.32 大会新

20/ 1 後藤　和豊                    ﾙﾈｻﾝｽおおいた   中1    27.36 大会新

21/ 1 多田龍ノ介                    大分金子大分    中1    27.72 大会新

競技№  30 女子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
16/ 5 大田　芽依                    ﾙﾈｻﾝｽおおいた   小6    29.82 大会新

競技№  31 男子  200m 背泳ぎ 決勝 全区分
 4 御手洗大心                    佐伯鶴城        高3  2:01.04 大会新

競技№  32 男子  200m 個人メドレー 決勝 全区分
 3 後藤　豊貴                    ﾙﾈｻﾝｽおおいた   小5  2:36.70 大会新


