
期　日 平成２７年９月５日(土）～９月６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

佐藤　公彦 大分市 山﨑　雄太 大分市 今田　　優 別府市 山本　幸路 津久見市 大崎　優志 佐伯市 清水　大輔 杵築市 神戸　　航 国東市･東国東郡 井門　嵩智 杵築市

坂本　俊樹 大分市 谷井　裕太 大分市 清水　大輔 杵築市 大崎　優志 佐伯市 神戸　　航 国東市･東国東郡 日髙　涼輔 宇佐市 麻生　雄一 杵築市 阿南栄志郎 豊後大野市

中村　槙吾 国東市･東国東郡 春山　誉実 大分市 栗本　　遼 由布市 松原　大佳 別府市 原田　和也 日田市 谷井　裕太 大分市 堺　　和樹 臼杵市 阿南栄志郎 豊後大野市

大林　稜典 別府市 若狭　　俊 大分市 田北　　凌 大分市 堤　　大地 臼杵市 LEANHTUNG 別府市 中嶋　勝也 日田市 井門　嵩智 杵築市 山本　翔平 佐伯市

吉野　　凌 別府市 今田　　優 別府市 山﨑　雄太 大分市 山本　幸路 津久見市 東木　亮太 中津市 山﨑　翔太 大分市 上岡　俊也 国東市･東国東郡 五十嵐　桂 国東市･東国東郡

田北　　凌 大分市 吉野　　凌 別府市 若狭　　俊 大分市 中村　槙吾 国東市･東国東郡 松原　大佳 別府市 東木　亮太 中津市 山本　翔平 佐伯市 麻生　雄一 杵築市

末松　一彦 大分市 甲斐　俊平 別府市 高野　竜一 臼杵市 渡辺　修一 佐伯市 高瀬　竜也 日田市 渡邉　康雄 豊後大野市

佐藤　由弥 大分市 権藤健一郎 日田市 竹林　誠悟 別府市 伊勢　道隆 中津市 津吉　淳司 国東市･東国東郡 神崎　一臣 佐伯市 望月　亮一 臼杵市 小崎　　智 速見郡
32.85

大塚　崇宏 大分市 松下　秀平 佐伯市 工藤　健悟 別府市 田中　勇輔 日田市 髙山　洋平 豊後大野市 藤沢　誠士 臼杵市

佐々木　武 別府市 早崎　雄太 日田市 佐藤　宗久 大分市 山本　拓郎 佐伯市 北崎　　圭 臼杵市

池尻　慎哉 別府市 児玉　正智 大分市 森崎　秀信 佐伯市 沢田　隆明 日田市 山口　正之 中津市 小中　洋一 臼杵市 北村　征爾 宇佐市 阿部　匡一 国東市･東国東郡

浦屋　伴作 別府市 首藤　　聖 大分市 権藤　政彦 日田市 令官　宏幸 宇佐市 御手洗　猛 津久見市 中島　　拓 中津市

黒田　信哉 豊後高田市 加嶋　弘典 臼杵市 佐土原　誠 別府市 野々下秀幸 大分市 岡　　大祐 佐伯市 坂田　光寿 日田市 竹尾　淑人 津久見市 畑野　浩司 中津市

柴田　昌也 佐伯市 安部　憲毅 別府市 佐々木　潔 大分市 藤原日出和 臼杵市 渡辺　　武 津久見市 白石　雄三 中津市 後藤　秀勝 速見郡

後藤喜代孝 大分市 深見　新二 日田市 藤原紳一郎 臼杵市 鬼塚　正広 速見郡 丸山　英明 別府市 吉本　泰樹 国東市･東国東郡 神田　隆久 杵築市

青木　弘興 別府市 安部　幸男 大分市 塩津　弘己 中津市 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 是永　邦博 別府市 頓宮　正敏 日田市 稗田　勝一 臼杵市 鶴原　清重 津久見市 原田　秀正 速見郡 中岡　文雄 国東市･東国東郡

山﨑　裕治 大分市 樫山　隆士 別府市

仲松　賢二 大分市 沢田　末隆 佐伯市 豊田　英士 別府市 甲斐　確一 由布市 田嶋　英俊 豊後大野市 清末　幸生 豊後高田市 片田　正博 津久見市 並松　吉昭 宇佐市

村上　英敏 別府市 篠原　元寿 大分市 田中　　剛 佐伯市 財津　晴喜 日田市 西谷謙太郎 宇佐市 首藤　信英 豊後大野市

栗山　共造 杵築市 久保田多喜男 大分市 成松　　幸 佐伯市 太田　正美 由布市 佐藤　昭士 日田市

團塚　喜幸 大分市 山口　美利 日田市 松田　　磨 別府市 伊東　　繁 臼杵市 山本　仲則 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

吉野　　凌 今田　　優 佐藤　公彦 若狭　　俊 神戸　　航 中村　槙吾 井門　嵩智 麻生　雄一 大崎　優志 松下　秀平 堺　　和樹 堤　　大地 山本　幸路 原口　亮太 早崎　雄太 中嶋　勝也
大林　稜典 佐々木　武 末松　一彦 山﨑　雄太 二見　晋伍 上岡　俊也 菊池　俊也 清水　大輔 渡辺　修一 山本　翔平 川野　洸騎 高野　竜一 樋口　凌雅 山本昇二郎 田中　勇輔 原田　和也

1:39.30 1:45.79 1:46.81 1:48.63 1:49.62

佐藤　由弥 大塚　崇宏 竹林　誠悟 工藤　健悟 権藤健一郎 田中　勇輔 高野　竜一 加嶋　弘典 神崎　一臣 風戸　裕司 伊勢　道隆 畑野　浩司 御手洗　猛 竹尾　淑人 津吉　淳司 中岡　文雄
佐藤　宗久 末松　一彦 佐々木　武 甲斐　俊平 早崎　雄太 沢田　隆明 渡辺康一郎 望月　亮一 渡辺　修一 福原　幸治 白石　雄三 山口　正之 渡辺　　武 中村　雅彦 阿部　匡一 吉本　泰樹

2:28.81 2:49.85

春山　誉実 若狭　　俊 松原　大佳 大林　稜典 川野　洸騎 堤　　大地 麻生　雄一 菊池　俊也 山本昇二郎 原口　亮太 大崎　優志 市原　大志 高瀬　竜也 中嶋　勝也
山﨑　雄太 佐藤　公彦 吉野　　凌 今田　　優 藤原日出和 堺　　和樹 井門　嵩智 清水　大輔 山本　幸路 樋口　凌雅 山本　拓郎 山本　翔平 原田　和也 深見　新二

第６８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

200ｍ
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

100ｍ 自 由 形

200ｍ 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

所　　属 所　　属 所　　属

記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録 記　　録

所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

記　　録 記　　録

無差別 200ｍ リレー

別府市 大分市 国東市・東国東 杵築市 佐伯市

年齢区分 種　　　目

所　　属

臼杵市 津久見市 日田市

1:40.43 1:41.78 1:45.58
臼杵市 佐伯市 中津市 津久見市 国東市・東国東

4:04.50 4:21.49 4:30.86 4:35.49 4:46.83

大分市 別府市 臼杵市

30歳以上 200ｍ メドレーリレー

大分市 別府市 日田市

2:03.29 2:06.64 2:06.94

58219 116 108 102 66 61

4:57.92

男子総合
大分市 別府市 佐伯市 日田市 臼杵市 国東市・東国東郡 杵築市
262.6

無差別 400ｍ メドレーリレー

杵築市 津久見市 佐伯市

55.33 56.69 56.86 57.35 57.68 57.75 58.20 58.22

2:17.462:16.882:16.322:10.772:10.302:10.122:07.832:06.65

1:02.78 1:03.24 1:05.84 1:06.94 1:07.39 1:08.43 1:09.43 1:18.09

1:13.131:12.301:11.231:10.411:09.651:07.991:07.881:03.23

59.40 59.45 1:00.22 1:03.04 1:03.46 1:04.16 1:06.22 1:10.96

2:36.952:31.962:31.282:21.172:21.032:15.842:15.622:14.28

25.07 26.51 27.71 28.25 29.33 30.13

38.6436.0032.2432.2031.9731.5130.44

30.65 32.11 32.52 37.35 39.87 42.30

26.71 27.27 27.35 31.46 33.27

27.11 27.41 27.52 28.75 29.65 30.78 36.50 38.66

41.9438.7136.5836.50

42.77 45.737.4533.6532.2431.43

32.87

28.78 29.13

29.18 29.64 30.87

29.50 29.75

36.13

35.9935.9634.00

35.8935.80

52.4642.4134.4832.59

31.95 33.76 38.27 44.75 46.00 46.99 1:01.23

52.4343.0642.7140.8039.9139.7236.16

32.6030.97

35.46

29.77 31.28 32.24 32.76 34.72 38.62

39.5637.0734.5633.7932.65

1:51.81 1:55.70

津久見市

41.19 46.07

55.2043.4442.7638.1637.3536.54

41.05 41.70 43.38 46.68 55.70

2:21.33
日田市

4:02.67



期　日 平成２７年９月５日(土）～９月６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

東　　麻衣 別府市 姫嶋　真実 大分市 渡辺　早紀 別府市 井上裕美子 大分市 田中　　早 佐伯市 大島　朱陽 速見郡 原田由佳里 日田市 森崎　愛恵 佐伯市

牧　ひなた 別府市 井上裕美子 大分市 都甲　英美 大分市 古城　愛美 別府市 森下　里奈 津久見市 佐藤　史織 竹田市 野間絵梨子 日田市 長尾麻梨奈 日田市

都甲　英美 大分市 東　　麻衣 別府市 井俣　美穂 大分市 池田　優衣 宇佐市 大島　朱陽 速見郡 亀井　成美 臼杵市 服崎真樹子 国東市･東国東郡 山田さやか 国東市･東国東郡

須崎　真結 別府市 古城　愛美 別府市 姫嶋　真実 大分市 井俣　美穂 大分市 田中　　早 佐伯市 池田　優衣 宇佐市 森崎　愛恵 佐伯市

黒田　智美 豊後大野市 福留　智絵 大分市 門脇　梨恵 別府市 菊池由布子 臼杵市 小崎　亜弥 速見郡 渡邉亜由美 佐伯市 梶原　雅子 日田市

井上智香子 大分市 高砂　　梓 中津市 佐藤美登里 日田市 澤田　真紀 別府市 中村美由紀 佐伯市

山本　智佳 佐伯市 佐藤　多恵 別府市 荒　あいら 大分市 甲斐みどり 津久見市 佐藤あすか 豊後大野市 大原　菜採 日田市

竹林　志織 別府市 亀井　律子 大分市 山本　智子 佐伯市

31.08 (大会新)

神田久美子 大分市 大原　智子 別府市 真木　逸子 日田市 阿南女久美 竹田市 金林真由美 宇佐市 原　　則江 速見郡 工藤　春美 佐伯市 安部　律子 豊後高田市

29.33 (大会新)

稲田　亜紀 大分市 堀　　由美 別府市 岡田　直子 国東市･東国東郡 山本　秀子 佐伯市 丹生　紀子 臼杵市 鈴木　亜紀 宇佐市 亀井　初美 杵築市

34.68 (大会新)

原　　亜紀 大分市 山本　智春 日田市 石田　郁子 別府市 疋田　尚子 臼杵市 松野　直子 杵築市 山﨑　智子 豊後大野市 井藤　昌子 佐伯市 岩本くに子 竹田市

林田　智子 別府市 昼間　まみ 速見郡 野木　康恵 日田市

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

須崎　真結 牧　ひなた 神田久美子 姫嶋　真実 森崎　愛恵 山本　智佳 佐藤美登里 真木　逸子 大野　晴香 森下　里奈 大島　朱陽 尾前　朱加 亀井　成美 藤本　充織 黒田　智美 山﨑　智子

東　　麻衣 渡辺　早紀 井俣　美穂 都甲　英美 山本　智子 田中　　早 長尾麻梨奈 原田由佳里 森下　麻美 竹田　衣里 小崎　亜弥 昼間　まみ 菊池由布子 久本　沙代 佐藤あすか 穴見友香里

牧　ひなた 竹林　志織 井上智香子 都甲　英美 森崎　愛恵 山本　智佳 佐藤美登里 山本　智春 菊池由布子 久本　沙代 森下　里奈 大野　晴香 菊池　麻美 松野　直子 穴見友香里 玉田　知子

古城　愛美 東　　麻衣 井俣　美穂 姫嶋　真実 田中　　早 山本　智子 原田由佳里 長尾麻梨奈 亀井　成美 藤本　充織 森下　麻美 竹田　衣里 有松　祐美 石吾　陽佳 黒田　智美 佐藤あすか

2:05.88 (大会新)

404.4 359 189.5 171.5

第６８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

別府市 大分市 佐伯市 日田市 津久見市

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

杵築市 豊後大野市

無差別 200ｍ メドレーリレー

別府市 大分市 佐伯市 日田市 臼杵市 津久見市

2:58.072:44.832:37.652:37.402:30.522:21.812:10.86

81404.4 359.4 189.5

豊後大野市

141.8 140 73.5 63.5 37

171.5 139 88

30 28.8 25

国東市・東国東郡
男女総合

大分市 別府市 佐伯市 日田市 臼杵市 津久見市 杵築市

女子総合
大分市 別府市 佐伯市 日田市 臼杵市 津久見市 速見郡

82

28.41 28.55 29.35 29.39 29.87 31.47 32.22 34.13

40.0439.5838.3338.3034.9634.3733.7833.44

38.40 38.98 39.84 40.79 41.13 43.81 44.22 44.50

36.6635.0131.7831.6330.8430.6830.30

30.87 31.13 32.76 34.27 35.97 37.03 47.96

48.2639.1534.9834.6734.25

38.73 41.41 42.18 45.79 49.24 1:00.22

35.7132.39

32.42 33.03 35.9 40.26 41.96 43.45 45.59

1:07.1554.1547.4844.2144.0941.31

40.07 44.89 45.28 45.95 48.69 48.80 56.77 57.36

40.1839.8331.66

2:21.822:18.602:18.572:14.972:11.272:07.971:56.441:55.82

速見郡 臼杵市 豊後大野市

所　　属 所　　属 所　　属

記　　録 記　　録 記　　録


