
期　日 平成２９年９月３日(日）

(男子） 会　場 大分市営温水プール

氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属

中村　慎吾 速見郡 姫嶋　一輝 大分市 直田　大司 中津市 菊辻　直弥 大分市 坂本　聖也 国東市・東国東郡 堀　　英大 豊後大野市 小西　悠友 別府市 井門　聖貴 杵築市

井門　裕暁 杵築市 姫嶋　一輝 大分市 菊辻　直弥 大分市 吉野　　凌 速見郡 阿部　拓夢 別府市 清水　大輔 杵築市 堀　　英大 豊後大野市 中尾　陵将 速見郡

谷井　裕太 大分市 濱崎　元直 大分市 松原　大佳 別府市 上野　凌也 別府市 広瀬　太吾 佐伯市 坂本　聖也 国東市・東国東郡 井門　聖貴 杵築市

堤　　大陸 佐伯市 大林　綾典 別府市 鈴木　彰馬 大分市 豊福　雅浩 大分市 堤　　大地 臼杵市 大薗　早平 由布市 山本　翔平 佐伯市 井門　嵩智 杵築市

直田　大司 中津市 山﨑　雄太 大分市 吉野　　凌 速見郡 東木　亮太 中津市 小原　光来 別府市 阿部　幸平 別府市 二見　晋伍 国東市・東国東郡 市原　広基 由布市

堤　　大陸 佐伯市 鈴木　彰馬 大分市 中村　慎吾 速見郡 井門　嵩智 杵築市 松原　大佳 別府市 東木　亮太 中津市 井門　裕暁 杵築市 大塚　聖也 竹田市

佐々木　武 別府市 末松　一彦 大分市 渡辺　修一 佐伯市 田中　勇輔 日田市 津吉　淳司 国東市・東国東郡 渡辺　康雄 豊後大野市

佐藤　由弥 大分市 原田　和也 日田市 権藤健一郎 国東市・東国東郡 竹林　誠悟 別府市 伊勢　道隆 中津市 松永　洋暁 佐伯市

大塚　崇広 大分市 松下　秀平 佐伯市 中嶋　勝也 日田市 工藤　健悟 別府市 菊池　俊也 杵築市 渡辺康一郎 臼杵市

佐藤　公彦 大分市 早崎　雄太 別府市 山本昇二郎 津久見市 山本　拓郎 佐伯市 高瀬　竜也 日田市 北崎　　圭 臼杵市 深田　裕介 豊後大野市

友永　洋一郎 別府市 児玉　正智 大分市 森崎　秀信 佐伯市 宮﨑　大輔 津久見市 望月　亮一 臼杵市 服部　昌樹 中津市 丸林　雅彦 日田市 北村　征爾 宇佐市

松川　大悟 別府市 安部　憲毅 佐伯市 首藤　　聖 大分市 山口　正之 中津市 小崎　　智 速見郡 令官　宏幸 宇佐市 御手洗　猛 津久見市 末松　幹哲 国東市・東国東郡

黒田　信哉 豊後高田市 浦屋　伴作 別府市 小野信一郎 津久見市 風戸　裕司 佐伯市 三ヶ田将弘 大分市 加嶋　弘典 臼杵市 坂田　光寿 日田市 髙山　洋平 豊後大野市

佐藤　宗久 大分市 柴田　昌也 佐伯市 藤原日出和 臼杵市 後藤　桂吾 別府市 梶原　秀貴 日田市 渡辺　　武 津久見市 後藤　秀勝 速見郡 白石　雄三 中津市
27.37 (大会新)

後藤喜代孝 大分市 深見　新二 日田市 多田　　準 豊後大野市 鬼塚　正広 速見郡 西山　保弘 別府市 志賀　哲哉 竹田市 三重野　勇 臼杵市 矢野　誠治 国東市・東国東郡

青木　弘興 別府市 安部　幸男 大分市 権藤　政彦 日田市 浜小路徳之 宇佐市 杉野　　等 臼杵市 麻生　賢一 杵築市 山田　弘司 国東市・東国東郡

織田　秀正 大分市 田吹　和満 豊後大野市 頓宮　正敏 日田市 是永　邦博 別府市 畑野　浩司 中津市 中岡　文雄 国東市・東国東郡

山﨑　裕治 大分市 藤原紳一郎 臼杵市 江藤　英彦 日田市 丸山　英明 別府市

團塚　喜幸 大分市 沢田　末隆 佐伯市 豊田　英士 別府市 田嶋　英俊 豊後大野市 諌山　忠範 日田市 吉本　泰樹 国東市・東国東郡 片田　正博 津久見市 池田　芳玄 臼杵市

村上　英敏 別府市 田中　　剛 佐伯市 篠原　元寿 大分市 財津　晴喜 日田市 甲斐　確一 由布市 西谷謙太郎 宇佐市 安藤　英俊 速見郡

河野　幸彦 別府市 鶴原　清重 津久見市 稗田　勝一 臼杵市 久保田多喜男 大分市 栗山　共造 杵築市 丸山京一郎 佐伯市 原田　秀正 速見郡 太田　正美 由布市

仲松　賢二 大分市 松田　　磨 別府市 伊東　　繁 臼杵市 山本　仲則 佐伯市 山内　英生 宇佐市

第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者
第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者

姫嶋　一輝 菊辻　直弥 井門　裕暁 井門　聖貴 小西　悠友 阿部　拓夢 中村　慎吾 吉野　　凌 大崎　優志 広瀬　太吾 志手　優仁 江藤　璃生 山口　正之 遠藤　裕輝 坂本　聖也 権藤健一郎
末松　一彦 山﨑　雄太 清水　大輔 井門　嵩智 大林　綾典 佐々木　武 中尾　陵将 西村　亮一 山本　翔平 堤　　大陸 永家　智志 市原　広基 東木　亮太 直田　大司 津吉　淳司 五十嵐　桂

佐藤　由弥 大塚　崇広 竹林　誠悟 工藤　健悟 原田　和也 中嶋　勝也 松永　洋暁 松下　秀平 伊勢　道隆 畑野　浩司 渡辺康一郎 加嶋　弘典 御手洗　猛 小野信一郎 恵藤　　修 髙山　洋平
佐藤　宗久 佐藤　公彦 早崎　雄太 佐々木　武 高瀬　竜也 田中　勇輔 山本　拓郎 福原　幸治 白石　雄三 服部　昌樹 藤原日出和 北崎　　圭 渡辺　　武 宮﨑　大輔 深田　裕介 三宮　　誠

姫嶋　一輝 末松　一彦 上野　凌也 大林　綾典 井門　聖貴 井門　嵩智 中村　慎吾 吉野　　凌 広瀬　太吾 山本　翔平 大薗　早平 秋田　茂貴 権藤健一郎 坂本　聖也 工藤　諒吾 堤　　大地
山﨑　雄太 菊辻　直弥 阿部　拓夢 小西　悠友 井門　裕暁 清水　大輔 中尾　陵将 西村　亮一 堤　　大陸 大崎　優志 永家　智志 江藤　璃生 五十嵐　桂 津吉　淳司 藤原日出和 望月　亮一

第７０回大分県民体育大会水泳競技大会競技記録

年齢区分 種　　　目
第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

30～40歳未満

 50ｍ 自 由 形

100ｍ 個人メドレー

100ｍ バ タ フ ラ イ

 50ｍ

 50ｍ 背 泳 ぎ

 50ｍ 平 泳 ぎ

バ タ フ ラ イ

30歳未満

 50ｍ 自 由 形

100ｍ 自 由 形

100ｍ 平 泳 ぎ

100ｍ 背 泳 ぎ

 50ｍ 背 泳 ぎ

 50ｍ 自 由 形

 50ｍ バ タ フ ラ イ

 50ｍ 平 泳 ぎ

50～60歳未満

 50ｍ 自 由 形

40～50歳未満

 50ｍ 背 泳 ぎ

 50ｍ バ タ フ ラ イ

 50ｍ 平 泳 ぎ

60歳以上

 50ｍ 自 由 形

 50ｍ

 50ｍ 背 泳 ぎ

 50ｍ バ タ フ ラ イ

平 泳 ぎ

年齢区分 種　　　目

所　　属

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

2:35.55

無差別 200ｍ リレー

大分市 杵築市 別府市 速見郡 佐伯市 由布市 中津市 国東市・東国東

1:39.89 1:40.51 1:43.67
佐伯市 中津市 臼杵市 津久見市

1:48.971:47.60
豊後大野市

由布市大分市 別府市 杵築市

30歳以上 200ｍ メドレーリレー

大分市 別府市 日田市

2:05.671:53.61 1:59.42 2:06.69 2:23.57

24.59

65210 138 97 75 74 74

2:01.37

男子総合
大分市 別府市 佐伯市 日田市 速見郡 杵築市 臼杵市
256

無差別 200ｍ メドレーリレー

速見郡 佐伯市

1:10.27 1:10.95

1:12.411:09.971:09.231:06.361:04.531:03.68

1:02.24 1:03.79 1:05.82 1:06.51 1:08.43 1:08.83 1:13.08

1:15.421:15.331:13.631:11.011:09.941:09.021:04.261:03.73

59.71 1:00.49 1:02.96 1:05.04

1:01.5859.98

中津市

2:23.70
国東市・東国東

1:51.72 1:53.14 1:53.53 1:57.25 1:57.71 2:00.20

1:43.941:39.75

臼杵市

2:03.51

2:26.61

1:49.54

1:07.50

所　　属 所　　属 所　　属

記　　録 記　　録 記　　録

24.66 25.08 25.11 25.33 25.40 25.42 25.69

57.8157.7356.9556.2056.1755.0654.86

33.29 36.2032.79

54.49

31.0629.0628.7128.0825.5225.51

30.12

31.60

31.35

32.11

32.46

32.24

32.47

33.26

33.49

38.12

35.87

45.45

59.01

30.3730.0027.5927.56

27.33 27.42 27.77 28.63 28.64 29.93 31.01 35.59

44.6044.0139.5438.1237.7733.0032.4930.71

32.85

29.05 30.04 30.63 34.14 34.47 34.68

33.17 34.53 34.55 36.38 36.71 37.13

35.49

42.2641.92

59.83

32.0129.7829.64

32.25 33.34 34.14 45.71 47.67 49.00

31.01 35.87 39.46 41.35 44.79

31.52 32.78 34.07 35.74 36.41 40.58 42.22 44.38

47.8345.5744.4144.3840.2238.5537.95

42.39

40.32 43.01 43.23 43.37 43.72 44 44.74 48.43

36.12 37.12 40.02 41.00 42.96 52.55

39.8434.9533.0530.14

40.6934.0433.14



期　日 平成２９年９月３日(日）

(女子） 会　場 大分市営温水プール

氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属

姫嶋　真実 大分市 小泉　皓子 由布市 森崎真里奈 佐伯市 芦苅江里奈 佐伯市 渡辺　早紀 別府市 前田　秋穂 大分市 澤田　眞衣 別府市 鶴﨑　志穂 臼杵市

都甲　英美 大分市 前田　秋穂 大分市 中空　和歩 佐伯市 古城　愛美 別府市 麻生　英加 別府市 鶴﨑　志穂 臼杵市 芦苅江里奈 佐伯市 森下　里奈 津久見市

工藤　三愛 別府市 森崎真里奈 佐伯市 大島　朱陽 速見郡 歳田　未知 大分市 渡辺　早紀 別府市 影平　夏生 大分市 服崎真樹子 国東市・東国東郡 瀧野　満里 佐伯市

姫嶋　真実 大分市 工藤　三愛 別府市 古城　愛美 別府市 安東ゆめり 大分市 田中　　早 佐伯市 森崎　愛恵 佐伯市 田中愛理佳 由布市 原田由佳里 日田市

亀井　律子 大分市 黒田　智美 豊後大野市 佐藤　多恵 別府市 樋口恵理子 日田市 立花　三奈 速見郡

卜部なぎさ 佐伯市 高砂　　梓 中津市 大淵　ひろ 別府市 佐藤美登里 日田市 後藤　範子 大分市

首藤　純子 大分市 山本　智佳 佐伯市 竹林　志織 別府市 久本　沙代 臼杵市 杉安　奈穂 杵築市 財津　　愛 日田市 佐藤あすか 豊後大野市 山下　　茜 速見郡

三浦　直子 大分市 工藤真里子 臼杵市 大迫　美里 別府市 大西　優希 日田市

稲田　亜紀 大分市 安部　有香 佐伯市 山上　純子 別府市 真木　逸子 日田市 阿南女久美 竹田市 藤本　充織 臼杵市 原　　則江 速見郡 金林真由美 宇佐市

井上智香子 大分市 原　美恵野 佐伯市 澤田　真紀 別府市 岡田　直子 国東市・東国東郡 丹生　紀子 臼杵市 鈴木　亜紀 宇佐市 深見由里子 日田市 亀井　初美 杵築市

山本　智子 佐伯市 岸川　敬子 大分市 疋田　尚子 臼杵市 山本　智春 日田市 石田　郁子 別府市 田吹　智子 豊後大野市 松野　直子 杵築市 小田　敦子 豊後高田市

原　　亜紀 大分市 田辺　祥子 別府市 野木　康恵 日田市 小崎　亜弥 速見郡 渡邉亜由美 佐伯市

第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者 第１泳者 第２泳者
第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者 第３泳者 第４泳者

姫嶋　真実 前田　秋穂 田中　　早 卜部なぎさ 工藤　三愛 澤田　眞衣 佐藤　香波 鶴﨑　志穂 佐藤美登里 林　絵梨子 森下　里奈 池邉　　葵 黒田　智美 後藤友里絵 田中愛理佳 山田　　碧

安東ゆめり 亀井　律子 芦苅江里奈 森崎真里奈 古城　愛美 渡辺　早紀 亀井　成美 工藤真里子 真木　逸子 原田由佳里 竹田　衣里 森下　麻美 穴見友香里 立澤　彩佳 手山喜美子 小泉　皓子

都甲　英美 首藤　純子 古城　愛美 工藤　三愛 中空　和歩 山本　智佳 鶴﨑　志穂 久本　沙代 佐藤美登里 長尾麻梨奈 小泉　皓子 手山喜美子 森下　里奈 竹田　衣里 立澤　彩佳 佐藤あすか

姫嶋　真実 亀井　律子 麻生　英加 渡辺　早紀 森崎真里奈 芦苅江里奈 亀井　成美 工藤真里子 高倉　万夜 原田由佳里 田中愛理佳 山田　　碧 森下　麻美 池邉　　葵 黒田　智美 玉田　知子

412 341 255 168

第７０回大分県民体育大会水泳競技大会競技記録

年齢区分 種　　　目

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

 50ｍ 背 泳 ぎ

 50ｍ 自 由 形

 50ｍ 平 泳 ぎ

 50ｍ 背 泳 ぎ

30～40歳未満

 50ｍ 自 由 形

30歳未満

 50ｍ バ タ フ ラ イ

40歳以上

 50ｍ 自 由 形

 50ｍ 平 泳 ぎ

 50ｍ バ タ フ ラ イ

 50ｍ 背 泳 ぎ

 50ｍ バ タ フ ラ イ

 50ｍ 平 泳 ぎ

無差別 200ｍ リレー

大分市 佐伯市 別府市 臼杵市 日田市

年齢区分 種　　　目

所　　属

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

1:59.861:59.421:57.90 2:11.45

津久見市 豊後大野市

無差別 200ｍ メドレーリレー

大分市 別府市 佐伯市 臼杵市 日田市 由布市

2:49.822:45.572:42.072:34.002:28.212:14.172:13.052:11.29

412 341 255

由布市

156 131 117 71 63

168 137 102

27 25 24

中津市

35.91 36.53 36.99

男女総合
大分市 別府市 佐伯市 日田市 臼杵市 速見郡 杵築市

女子総合
大分市 別府市 佐伯市 日田市 臼杵市 速見郡 豊後大野市

87 73

30.21 31.34 31.38

39.0134.71

44.5543.25

36.3535.23

43.24

44.48

35.56

37.13

42.55

28.54 29.01 29.45 29.46 29.52

2:11.28

津久見市 豊後大野市 由布市

所　　属 所　　属 所　　属

記　　録 記　　録 記　　録

2:24.492:22.662:21.89

56.1652.6047.4747.41

42.15

1:06.80

56.5348.76

55.68

39.9136.67

50.76

48.48

32.35

42.52

35.1934.96

41.69

31.91

34.39

45.36

45.34

48.80

45.95

36.23

35.60 42.25

40.49

41.33

31.26

32.00

35.64

39.66

33.97

33.77

39.51

44.64

41.85 42.3037.26

44.2241.94

36.76

32.21

32.86

34.85 36.61

32.75

33.94

39.4837.50

33.42 35.22

30.8328.99

30.86

35.10

34.49 34.67

37.39

31.15


