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新記録一覧

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

2019/11/10 18:10:07 SEIKO Swimming Results System

競技№   1 男子  200m 自由形 タイム決勝 全区分
 9/ 3 菅野　　遼                    佐伯鶴城        高3  1:50.55 大会新

 7/ 3 高橋　　功                    ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       中2  2:01.82 大会新

競技№   3 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 1/ 4 池崎　　結                    大分市ＳＳ      小6  2:31.05 大会新

競技№   8 女子  200m バタフライ タイム決勝 全区分
 1/ 3 奥川　夏実                    わかあゆＳＣ    小6  2:23.27 県学新

大会新

競技№   9 男子  400m 個人メドレー タイム決勝 全区分
 2/ 3 田中　大寛                    ＸＹＺ別府      高3  4:18.49 大会新

 2/ 4 田村　烈士                    大分雄城台高    高2  4:28.33 大会新

競技№  11 男子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
24/ 1 中原　　克                    大分金子府内    中1    26.31 大会新

競技№  12 女子   50m 自由形 タイム決勝 全区分
15/ 5 中村あすか                    トップＷ大分    小4    31.01 大会新

競技№  13 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 8/ 4 中原　　克                    大分金子府内    中1    28.61 大会新

競技№  14 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 7/ 3 金子　　葵                    別府溝部短大    大1    29.39 大会新

競技№  15 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
10/ 3 高橋　　功                    ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       中2    31.07 大会新

競技№  16 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 全区分
 8/ 4 合澤　風優                    大分市ＳＳ      小6    36.78 大会新

 7/ 4 土居　佑奈                    杵築育泳会      中1    37.12 大会ﾀｲ

競技№  18 女子   50m バタフライ タイム決勝 全区分
 6/ 4 中村あすか                    トップＷ大分    小4    33.42 大会新

競技№  19 男子  400m 自由形 タイム決勝 全区分
 3/ 3 田中　大寛                    ＸＹＺ別府      高3  3:50.09 県新

県高新

大会新

競技№  20 女子  400m 自由形 タイム決勝 全区分
 1/ 4 亀井　　杏                    臼杵ＳＳ        小6  4:43.09 県学新

大会新

競技№  21 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 全区分
 5/ 2 高橋　　功                    ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       中2  2:11.80 大会新

競技№  23 男子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
16/ 6 高橋　　功                    ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       中2    56.07 大会新

 9/ 2 伊東　寛人                    大分市ＳＳ      小4  1:11.76 大会新

競技№  24 女子  100m 自由形 タイム決勝 全区分
 8/ 3 立山　青葉                    大分雄城台高    高1    58.73 大会新

 6/ 3 三重野葵衣                    大分市ＳＳ      小5  1:08.19 大会新
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競技№  25 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 全区分
 5/ 5 中原　　克                    大分金子府内    中1  1:02.65 大会新

競技№  30 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  1:05.99 大会新

 2/ 2 小田　ゆき                    大分金子わさだ  小6  1:06.19 大会新

 1/ 2 中村あすか                    トップＷ大分    小4  1:15.16 大会新

競技№  31 男子  200m 自由形 決勝 全区分
 3 菅野　　遼                    佐伯鶴城        高3  1:50.35 大会新

競技№  32 男子  400m 自由形 決勝 全区分
 3 田中　大寛                    ＸＹＺ別府      高3  3:48.43 県新

県高新

大会新

競技№  33 女子  100m バタフライ 決勝 全区分
 3 奥川　夏実                    わかあゆＳＣ    小6  1:05.31 大会新


