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2021/12/12～2021/12/19

会場  大分県大分市営温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
小野　火斑  小6 中西　泰雅  小5 小川　琉惟  小6 中谷　佳暉  小6 入江　　駿  小6 中尾　好古  小6 岡山　諒大  小6 古川　冬馬  小6

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

28.73 29.37 29.71 29.88 29.93 29.94 29.99 30.30

小野　火斑  小6 伊東　寛人  小6 岡山　諒大  小6 矢田　奏汰  小6 古川　冬馬  小6 坂梨　凌大  小5 山下　麗夢  小5 出口　悠太  小6

ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＸＹＺ別府 山本JSC 大分市ＳＳ 大分市ＳＳ ＮＡＳ大分

1:03.05 1:03.28 1:04.51 1:06.47 1:06.57 1:08.18 1:11.25 1:11.27

伊東　寛人  小6 岡山　諒大  小6 合澤　蒼風  小6 植木　　駿  小6 加藤　玄翔  小6

大分市ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 大分市ＳＳ ビート大在 大分市ＳＳ

2:13.20 2:16.26 2:30.50 2:31.26 2:35.97

大会新

伊東　寛人  小6 岡山　諒大  小6

大分市ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ

4:38.15 4:46.20

大会新 大会新

宮内　風響  小6 御手洗星太  小6 吉瀬　惣観  小6 安部　　粋  小3 冨高　琥海  小6 岩熊　晃司  小3 高岡　　拓  小6 渡邊　虹稀  小5

ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ ＫＳＴ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ サーフＳＴＯ ＸＹＺ別府 山本JSC ＸＹＺ別府

31.89 33.87 36.30 37.47 38.54 38.79 39.04 39.82

宮内　風響  小6 古川　冬馬  小6 佐藤　理仁  小4 岩熊　晃司  小3 高岡　　拓  小6 冨高　琥海  小6 浜田　漣斗  小6 澤井　千昊  小2

ＸＹＺ別府 山本JSC わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府 山本JSC サーフＳＴＯ 山本JSC 大分金子

1:08.64 1:19.88 1:23.16 1:23.70 1:24.64 1:24.84 1:28.14 1:29.71

小野　佑人  小6 赤峯　佑都  小5 岡山　諒大  小6 井上　　錬  小6 木村　祇統  小4 岡田　一保  小4 諌山　功宜  小6 松下　晴一  小5

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

36.50 36.52 37.51 37.62 40.49 40.57 40.71 40.96

小野　佑人  小6 赤峯　佑都  小5 井上　　錬  小6 山本　惟人  小6 木村　祇統  小4 吉岡　巧真  小3 岡田　一保  小4 吉岡　叶真  小5

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

1:17.88 1:18.51 1:21.63 1:25.89 1:28.33 1:28.36 1:29.12 1:29.56

小野　佑人  小6 井上　　錬  小6

つくみＪＳＣ ＫＳＴ

2:46.80 2:57.55

大会新

入江　　駿  小6 中西　泰雅  小5 伊東　寛人  小6 兒玉　十輝  小4 中尾　好古  小6 小川　琉惟  小6 加藤　玄翔  小6 出口　悠太  小6

SACOT ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 山本JSC 大分市ＳＳ ＮＡＳ大分

30.39 30.97 31.13 32.28 33.41 33.76 36.12 36.24
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2021/12/12～2021/12/19

会場  大分県大分市営温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
小田　涼介  小6 入江　　駿  小6 小野　火斑  小6 中尾　好古  小6 坂梨　凌大  小5 小川　琉惟  小6 福田　晃生  小4 山本　隼士  小5

ＸＹＺ別府 SACOT ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ 山本JSC 大分金子 山本JSC

1:05.01 1:08.46 1:11.10 1:12.82 1:15.23 1:16.33 1:20.11 1:21.00

大会新

小田　涼介  小6

ＸＹＺ別府

2:21.01

県学新

兒玉　十輝  小4 矢田　奏汰  小6 坂梨　凌大  小5 井上　　錬  小6 安部　　粋  小3 吉岡　叶真  小5 吉岡　巧真  小3

ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ ＫＳＴ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＫＳＴ 大分金子

2:39.71 2:41.21 2:45.61 2:46.19 2:47.52 2:51.72 2:52.68

小田　涼介  小6

ＸＹＺ別府

5:11.48

大会新
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2021/12/12～2021/12/19

会場  大分県大分市営温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
後藤　和豊  中3 左藤　優貴  中2 占部　寛樹  中3 後藤　豊貴  中1 山下　紘輝  中2 池崎　　結  中2 布木　智悠  中2 安東　希渉  中2

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＮＡＳ大分 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＮＡＳ大分 ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府

24.91 24.92 25.20 26.00 26.10 26.52 26.87 27.07

大会新 大会新

渡邉　玄大  中3 後藤　和豊  中3 左藤　優貴  中2 占部　寛樹  中3 後藤　豊貴  中1 布木　智悠  中2 安東　希渉  中2 安永　　煌  中2

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＮＡＳ大分 大西ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 大西ＳＳ

53.55 53.70 53.95 54.43 57.75 57.86 58.73 1:00.06

大会新 大会新 大会新 大会新

渡邉　玄大  中3 左藤　優貴  中2 占部　寛樹  中3 安東　希渉  中2 布木　智悠  中2 鈴木　凰太  中3 辰口　幸祐  中1 渡辺　悠太  中1

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＮＡＳ大分 大西ＳＳ ＸＹＺ別府 ＸＹＺ別府 ＮＡＳ大分 わかあゆＳＣ 日田Ｓ＆Ｔ

1:54.27 1:57.89 2:00.83 2:06.87 2:09.11 2:11.04 2:14.12 2:14.17

大会新

安東　希渉  中2 磯田　勇樹  中2 池崎　　結  中2 鈴木　凰太  中3 辰口　幸祐  中1 後藤　一斗  中2 佐土原　栄  中2

ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＮＡＳ大分 ＮＡＳ大分 わかあゆＳＣ ＸＹＺ別府 しぶきＳＣ

4:26.87 4:32.73 4:32.80 4:34.83 4:39.56 4:44.13 4:49.18

松本　侑汐  中3 中村　　蓮  中2 山本　楓也  中1 足立廉汰郎  中2

つくみＪＳＣ 大分市ＳＳ 山本ＳＣ ＮＡＳ大分

31.27 31.28 34.43 34.89

渡邉　玄大  中3 池崎　　結  中2 岩熊　悠晴  中1 中村　　蓮  中2 松本　侑汐  中3 新村　洵也  中2 櫻井　尚仁  中1 山本　楓也  中1

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＮＡＳ大分 ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ つくみＪＳＣ 大分市ＳＳ わかあゆＳＣ 山本ＳＣ

1:01.90 1:03.74 1:04.20 1:06.42 1:09.55 1:13.43 1:15.52 1:18.33

池崎　　結  中2 岩熊　悠晴  中1 中村　　蓮  中2 松本　侑汐  中3 櫻井　尚仁  中1 新村　洵也  中2 山本　楓也  中1

ＮＡＳ大分 ＸＹＺ別府 大分市ＳＳ つくみＪＳＣ わかあゆＳＣ 大分市ＳＳ 山本ＳＣ

2:15.82 2:19.49 2:24.41 2:32.39 2:38.00 2:40.74 2:45.55

荒川　桐伍  中3 高木隆之介  中3 江田　悠誠  中2 山本　真士  中1 渕上　朝陽  中2 平松　　竜  中2 坂田　響哉  中1 美曹　翼空  中1

TST 山本ＳＣ 日田Ｓ＆Ｔ 山本ＳＣ ビート大在 サーフＳＴＯ 大西ＳＳ TST

33.28 33.54 36.69 37.43 37.89 38.80 39.95 40.87

山下　紘輝  中2 上野　優真  中2 高木隆之介  中3 宮﨑　珀斗  中2 荒川　桐伍  中3 谷本　虎隆  中1 伊東　周大  中2 渡邉　壮真  中2

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＮＡＳ大分 山本ＳＣ オーステン TST サーフＳＴＯ 大分市ＳＳ わかあゆＳＣ

1:09.75 1:10.96 1:11.50 1:11.58 1:12.25 1:12.57 1:13.07 1:15.16

伊東　周大  中2 上野　優真  中2 高木隆之介  中3 谷本　虎隆  中1 渡邉　壮真  中2 山本　真士  中1 美曹　翼空  中1 坂田　響哉  中1

大分市ＳＳ ＮＡＳ大分 山本ＳＣ サーフＳＴＯ わかあゆＳＣ 山本ＳＣ TST 大西ＳＳ

2:31.82 2:33.26 2:33.59 2:35.29 2:44.34 2:57.51 3:02.11 3:05.13
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2021/12/12～2021/12/19

会場  大分県大分市営温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
井村　公一  中2 安永　　煌  中2 岩﨑　唯人  中3 佐藤　利樹  中1 潟永　朔弥  中3 大石　真理  中1 小川　航平  中1

ＸＹＺ別府 大西ＳＳ つくみＪＳＣ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＮＡＳ大分 ＮＡＳ大分 ビート大在

27.81 30.20 30.39 30.64 30.79 31.77 34.58

後藤　和豊  中3 井村　公一  中2 磯田　勇樹  中2 岩﨑　唯人  中3

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＸＹＺ別府 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ つくみＪＳＣ

1:00.48 1:02.15 1:02.76 1:07.47

磯田　勇樹  中2 岩﨑　唯人  中3

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ つくみＪＳＣ

2:14.99 2:34.48

後藤　豊貴  中1 山下　紘輝  中2 佐藤　利樹  中1 岩波　　快  中1 新谷　航平  中1 福田　悠心  中1 陳　　楚平  中2 潟永　朔弥  中3

ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ わかあゆＳＣ ＫＳＴ ＫＳＴ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ ＮＡＳ大分

2:17.25 2:17.40 2:23.72 2:26.03 2:29.83 2:36.38 2:38.73 2:39.50

岩波　　快  中1

わかあゆＳＣ

5:10.36
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2021/12/12～2021/12/19

会場  大分県大分市営温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
宮田幸生羅  高1 福原　幸太  高2 野木　達成  高3 布木　絢也  高1 井上　　燎  大2 今山　稜将 立石　隼幹  高1 佐藤　慧乙  高1

ＸＹＺ別府 佐伯鶴城 大分雄城台高 ＸＹＺ別府 サーフＳＴＯ 大分市ＳＳ ＮＡＳ大分 大分鶴崎

23.66 24.89 25.17 25.24 25.47 25.55 25.85 26.58

島末　匠真  高1 岩田　優雅  高3 福田　夢叶  高2 布木　絢也  高1 井上　　燎  大2 福原　幸太  高2 今山　稜将 高橋勇乃介  高1

大分雄城台高 大分雄城台高 大分雄城台高 ＸＹＺ別府 サーフＳＴＯ 佐伯鶴城 大分市ＳＳ 大分舞鶴高

51.74 52.97 53.84 54.78 55.71 55.71 56.67 57.97

（同5位）

島末　匠真  高1 岩田　優雅  高3 伊﨑　捷陽  高2 桒野　元輝  高1 渡辺　凌平  高2 立石　隼幹  高1 高橋勇乃介  高1 足立　龍梧  高1

大分雄城台高 大分雄城台高 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 大分雄城台高 佐伯鶴城 ＮＡＳ大分 大分舞鶴高 サーフＳＴＯ

1:52.19 1:54.09 1:55.32 1:56.56 1:59.60 2:04.48 2:06.84 2:13.45

岩田　優雅  高3 伊﨑　捷陽  高2 安倍　一稀  高2

大分雄城台高 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 大分雄城台高

4:03.38 4:03.45 4:13.17

渡辺　凌平  高2

佐伯鶴城

16:41.37  Fin.

8:49.33  800

大会新  800

井上　　燎  大2 島澤　太一  高1 田吹　　匠  高2 高木　郷史 権田　幸大  高1

サーフＳＴＯ 大西ＳＳ 大分鶴崎 杵築育泳会 大西ＳＳ

29.00 30.40 31.40 31.68 33.71

安倍　一稀  高2 桒野　元輝  高1 島澤　太一  高1 田吹　　匠  高2 阿南　智也  高1

大分雄城台高 大分雄城台高 大西ＳＳ 大分鶴崎 大分雄城台高

58.76 1:02.13 1:06.91 1:09.46 1:12.39

永家　智志 福田　夢叶  高2 宮田幸生羅  高1 島澤　太一  高1 阿南　智也  高1 田吹　　匠  高2

サーフＳＴＯ 大分雄城台高 ＸＹＺ別府 大西ＳＳ 大分雄城台高 大分鶴崎

2:08.88 2:13.11 2:14.34 2:23.14 2:32.12 2:33.08

浅井　拓実 相馬　海翔  高3 首藤　駿介  高2 隈田原康凉  高1 野村　直樹  高1 美曹　隼土  高1

大分スポ協 ＸＹＺ別府 大分鶴崎 大分鶴崎 大分鶴崎 TST

28.38 29.53 33.77 34.95 35.03 35.49
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2021/12/12～2021/12/19

会場  大分県大分市営温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
池﨑　勇真  高3 浅井　拓実 相馬　海翔  高3 相馬　陽翔  高1 小野　瑛太  高1 首藤　駿介  高2 隈田原康凉  高1

大分雄城台高 大分スポ協 ＸＹＺ別府 大分雄城台高 佐伯鶴城 大分鶴崎 大分鶴崎

1:02.16 1:02.48 1:03.08 1:06.27 1:07.88 1:15.33 1:19.81

大会新

池﨑　勇真  高3 相馬　海翔  高3 相馬　陽翔  高1 小野　瑛太  高1 冨髙　琉海  高1 野村　直樹  高1

大分雄城台高 ＸＹＺ別府 大分雄城台高 佐伯鶴城 サーフＳＴＯ 大分鶴崎

2:12.67 2:14.68 2:18.20 2:27.18 2:44.96 2:54.68

大会新 大会新

野木　達成  高3 渡邉　　優  高1 冨髙　琉海  高1 岡山　寛大  高2 藤原日出和

大分雄城台高 山本ＳＣ サーフＳＴＯ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ 臼杵ＳＳ

25.71 29.03 29.90 30.05 30.55

入江　崇也  高2 野木　達成  高3 若林　優一  高3 福田　夢叶  高2 宮田幸生羅  高1 立石　隼幹  高1 開田　頼樹  高1 渡邉　　優  高1

佐伯鶴城 大分雄城台高 津久見高校 大分雄城台高 ＸＹＺ別府 ＮＡＳ大分 日田Ｓ＆Ｔ 山本ＳＣ

53.91 56.44 56.51 56.73 56.80 1:01.45 1:02.64 1:03.56

大会新

入江　崇也  高2 若林　優一  高3 安倍　一稀  高2 渡邉　　優  高1

佐伯鶴城 津久見高校 大分雄城台高 山本ＳＣ

1:59.05 2:01.73 2:02.95 2:20.58

大会新 大会新

池﨑　勇真  高3 島末　匠真  高1 浅井　拓実 永家　智志 若林　優一  高3 清原　武士  高2 今山　稜将 高木　郷史

大分雄城台高 大分雄城台高 大分スポ協 サーフＳＴＯ 津久見高校 大分雄城台高 大分市ＳＳ 杵築育泳会

2:05.10 2:07.39 2:10.20 2:11.55 2:12.00 2:20.58 2:22.79 2:27.01

大会新

桒野　元輝  高1 相馬　陽翔  高1 清原　武士  高2 橋本　圭汰  高2 永園　裕朗

大分雄城台高 大分雄城台高 大分雄城台高 大西ＳＳ O.S.C

4:38.45 4:43.99 4:59.95 5:16.43 5:25.59
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個人メドレー 
 400m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 200m 

タイム決勝

バタフライ 
  50m 

タイム決勝

バタフライ 
 100m 

タイム決勝

バタフライ 
 200m 

タイム決勝

個人メドレー 
 200m 

タイム決勝

平泳ぎ 
 100m 

タイム決勝
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2021/12/12～2021/12/19

会場  大分県大分市営温水プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
佐伯鶴城  高 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ  中 サーフＳＴＯ ＸＹＺ別府  小 ＮＡＳ大分  中 ビート大在

入江　崇也  高2 山下　紘輝  中2 永家　智志 小田　涼介  小6 岩見　仁吾  中2 赤峯　佑都

小野　瑛太  高1 渡邉　玄大  中3 冨髙　琉海 中西　泰雅  小5 福田　翔叶  中1 渕上　朝陽

渡辺　凌平  高2 後藤　和豊  中3 足立　龍梧 中尾　好古  小6 大石　真理  中1 小川　航平

福原　幸太  高2 後藤　豊貴  中1 井上　　燎 小野　火斑  小6 足立廉汰郎  中2 植木　　駿

1:40.76  Fin. 1:41.92  Fin. 1:43.64  Fin. 1:56.30  Fin. 1:58.95  Fin. 2:05.06  Fin.

24.10  1st. 26.02  1st. 24.78  1st. 28.97  1st. 27.24  1st. 30.59  1st.

佐伯鶴城  高 ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ  中 サーフＳＴＯ 大分鶴崎  高 ＸＹＺ別府  小

渡辺　凌平  高2 山下　紘輝  中2 井上　　燎 田吹　　匠  高2 宮内　風響  小6

小野　瑛太  高1 後藤　豊貴  中1 冨髙　琉海 野村　直樹  高1 小田　涼介  小6

入江　崇也  高2 後藤　和豊  中3 永家　智志 隈田原康凉  高1 中西　泰雅  小5

福原　幸太  高2 渡邉　玄大  中3 足立　龍梧 佐藤　慧乙  高1 小野　火斑  小6

1:50.09  Fin. 1:53.83  Fin. 1:54.41  Fin. 2:03.72  Fin. 2:05.52  Fin.

28.70  1st. 30.04  1st. 29.14  1st. 30.94  1st. 32.02  1st.
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フリーリレー 
4x50m 

タイム決勝

メドレーリレー 
4x50m 

タイム決勝
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