
2020/06/04～06/05

会場：別府市営青山プール
種目 距離 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

宮田幸生羅  高2 占部　寛樹  高1 後藤　和豊  高1 福原　幸太  高3 布木　絢也  高2 立石　隼幹  高2 永瀬　芽吹  高2 佐藤　慧乙  高2
別府翔青 中津北 大分雄城台 佐伯鶴城 別府翔青 大分舞鶴 別府翔青 大分鶴崎

24.37 24.86 25.08 25.19 25.54 25.59 25.87 26.14
島末　匠真  高2 占部　寛樹  高1 渡邉　玄大  高1 宮田幸生羅  高2 後藤　和豊  高1 福原　幸太  高3 布木　絢也  高2 永瀬　芽吹  高2

大分雄城台 中津北 大分雄城台 別府翔青 大分雄城台 佐伯鶴城 別府翔青 別府翔青
52.21 52.77 53.04 54.04 55.02 55.53 55.83 56.01

伊﨑　捷陽  高3 渡邉　玄大  高1 島末　匠真  高2 野末　拓巳  高3 高橋勇乃介  高2 財津　瑞希  高3 潟永　朔弥  高1 池尾　侑大  高1
大分上野丘 大分雄城台 大分雄城台 別府翔青 大分舞鶴 大分盲学校 大分舞鶴 大分鶴崎

1:54.52 1:55.79 1:56.20 2:11.06 2:12.11 2:21.59 2:23.23 2:35.62
伊﨑　捷陽  高3 渡辺　凌平  高3 豊川　達也  高3 後藤麟太郎  高3 鈴木　凰太  高1 財津　瑞希  高3

大分上野丘 佐伯鶴城 別府翔青 大分雄城台 大分雄城台 大分盲学校
4:08.38 4:18.53 4:21.10 4:21.42 4:39.18 5:10.25

渡辺　凌平  高3 豊川　達也  高3 後藤麟太郎  高3 鈴木　凰太  高1
佐伯鶴城 別府翔青 大分雄城台 大分雄城台

17:12.00  Fin. 17:23.37  Fin. 17:25.72  Fin. 18:00.73  Fin.
(800m) 9:01.52 9:15.40 9:12.26 9:37.02

安倍　一稀  高3 松本　侑汐  高1 宮内　空靖  高1 島澤　太一  高2 田吹　　匠  高3 東木　陸斗  高1 北村　征斗  高3 阿南　智也  高2
大分雄城台 津久見 大分上野丘 中津北 大分鶴崎 中津南 宇佐 大分雄城台

1:01.96 1:06.99 1:07.81 1:08.40 1:09.59 1:10.49 1:12.51 1:12.62
福田　夢叶  高3 松本　侑汐  高1 島澤　太一  高2 北村　征斗  高3 田吹　　匠  高3 阿南　智也  高2 東木　陸斗  高1 那須　洸星  高1

大分雄城台 津久見 中津北 宇佐 大分鶴崎 大分雄城台 中津南 大分東明
2:18.57 2:24.13 2:28.45 2:34.79 2:34.81 2:35.22 2:38.43 2:42.22

高橋　　功  高2 相馬　陽翔  高2 小野　瑛太  高2 荒川　桐伍  高1 熊谷　大翔  高1 高木隆之介  高1 首藤　駿介  高3 林　　侑吾  高2
別府翔青 大分雄城台 佐伯鶴城 爽風館 大分上野丘 佐伯鶴城 大分鶴崎 臼杵
1:04.78 1:05.77 1:09.51 1:10.87 1:11.40 1:11.93 1:13.34 1:15.33

高橋　　功  高2 相馬　陽翔  高2 小野　瑛太  高2 荒川　桐伍  高1 高木隆之介  高1 熊谷　大翔  高1 首藤　駿介  高3 冨髙　琉海  高2
別府翔青 大分雄城台 佐伯鶴城 爽風館 佐伯鶴城 大分上野丘 大分鶴崎 大分舞鶴
2:17.25 2:20.64 2:28.14 2:32.18 2:34.61 2:39.01 2:52.62 2:53.02

入江　崇也  高3 福田　夢叶  高3 秦　虎太郎  高2 石原　暖太  高3 立石　隼幹  高2 渡邉　　優  高2 開田　頼樹  高2 岩﨑　唯人  高1
佐伯鶴城 大分雄城台 大分雄城台 佐伯鶴城 大分舞鶴 文理大附属 昭和学園 津久見

54.59(大会新) 57.03 59.25 59.78 1:00.16 1:03.56 1:04.49 1:06.38
入江　崇也  高3 安倍　一稀  高3 秦　虎太郎  高2 石原　暖太  高3 開田　頼樹  高2 岩﨑　唯人  高1 渡邉　　優  高2 戸上　遼太  高2

佐伯鶴城 大分雄城台 大分雄城台 佐伯鶴城 昭和学園 津久見 文理大附属 大分上野丘
2:01.44(大会新) 2:05.33 2:11.20 2:14.81 2:23.87 2:26.99 2:27.01 3:31.18
桒野　元輝  高2 権田　幸大  高2 村本龍乃介  高1 橋本　圭汰  高3 堅田　一太  高2

大分雄城台 中津北 東九州龍谷 東九州龍谷 大分上野丘
2:11.94 2:30.75 2:31.72 2:35.41 2:51.78

桒野　元輝  高2 橋本　圭汰  高3 権田　幸大  高2 村本龍乃介  高1
大分雄城台 東九州龍谷 中津北 東九州龍谷

4:39.76 5:19.44 5:21.41 5:33.06
大分雄城台  高 別府翔青  高 佐伯鶴城  高 大分上野丘  高 大分鶴崎  高 大分舞鶴  高
安倍　一稀  高3 布木　絢也  高2 渡辺　凌平  高3 宮内　空靖  高1 田吹　　匠  高3 高橋勇乃介  高2
相馬　陽翔  高2 高橋　　功  高2 小野　瑛太  高2 熊谷　大翔  高1 首藤　駿介  高3 冨髙　琉海  高2
福田　夢叶  高3 宮田幸生羅  高2 入江　崇也  高3 伊﨑　捷陽  高3 池尾　侑大  高1 立石　隼幹  高2
島末　匠真  高2 永瀬　芽吹  高2 福原　幸太  高3 板山　怜央  高2 佐藤　慧乙  高2 潟永　朔弥  高1

3:58.25  Fin. 4:04.87  Fin. 4:04.97  Fin. 4:24.27  Fin. 4:35.61  Fin. 4:40.53  Fin.
1:03.06  1st. 1:07.36  1st. 1:04.30  1st. 1:10.49  1st. 1:10.34  1st. 1:17.38  1st.

大分雄城台  高 別府翔青  高 佐伯鶴城  高 大分舞鶴  高 大分上野丘  高 大分東明  高 臼杵  高 大分高専  高
渡邉　玄大  高1 宮田幸生羅  高2 入江　崇也  高3 立石　隼幹  高2 伊﨑　捷陽  高3 那須　洸星  高1 林　　侑吾  高2 上平眞之介  高2
安倍　一稀  高3 布木　絢也  高2 渡辺　凌平  高3 高橋勇乃介  高2 板山　怜央  高2 足立　龍梧  高2 阿南　　樹  高2 小野　紀一  高3
福田　夢叶  高3 永瀬　芽吹  高2 石原　暖太  高3 冨髙　琉海  高2 宮内　空靖  高1 美曹　隼土  高2 松井　　光  高2 合原　武志  高3
島末　匠真  高2 高橋　　功  高2 福原　幸太  高3 潟永　朔弥  高1 堅田　一太  高2 岡山　寛大  高3 河野　　緑  高2 安東　拓海  高2

3:33.04  Fin.(大会新) 3:39.14  Fin. 3:41.59  Fin. 4:01.99  Fin. 4:02.35  Fin. 4:09.34  Fin. 4:28.15  Fin. 5:35.87  Fin.
53.44  1st. 53.72  1st. 54.33  1st. 57.40  1st. 52.62  1st. 1:04.62  1st. 1:01.49  1st. 1:14.72  1st.

大分雄城台  高 佐伯鶴城  高 別府翔青  高 大分上野丘  高 大分舞鶴  高
渡邉　玄大  高1 入江　崇也  高3 豊川　達也  高3 伊﨑　捷陽  高3 立石　隼幹  高2
桒野　元輝  高2 石原　暖太  高3 高橋　　功  高2 宮内　空靖  高1 高橋勇乃介  高2
安倍　一稀  高3 福原　幸太  高3 宮田幸生羅  高2 板山　怜央  高2 冨髙　琉海  高2
島末　匠真  高2 渡辺　凌平  高3 布木　絢也  高2 熊谷　大翔  高1 潟永　朔弥  高1

7:49.05  Fin.(大会新) 8:07.29  Fin. 8:12.94  Fin. 9:03.18  Fin. 9:14.32  Fin.
1:55.75  1st. 1:57.42  1st. 2:08.30  1st. 1:55.88  1st. 2:13.51  1st.
大分雄城台 佐伯鶴城 別府翔青 大分上野丘 大分舞鶴 中津北 東九州龍谷 大分鶴崎

181 106 96 62 38 38 23 22

第70回　大分県高等学校体育大会水泳競技大会　男子成績
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2020/06/04～06/05

会場：別府市営青山プール
種目 距離 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

山中　すず  高3 佐々木杏萌  高1 北御門　凛  高2 増野　未来  高2 大久保美優  高2 稲生　凉苗  高1 小玉　　萌  高2 一瀬　日瑚  高1
中津南 別府翔青 大分鶴崎 別府溝部学園 別府翔青 臼杵 大分東明 大分舞鶴
27.67 29.46 31.08 31.36 31.71 33.54 35.48 35.52

山中　すず  高3 松原　　心  高1 坂下　花菜  高1 増野　未来  高2 古田　心寧  高2 橋村　友理  高2
中津南 大分雄城台 佐伯鶴城 別府溝部学園 大分上野丘 中津南
59.83 1:02.49 1:03.75 1:11.34 1:23.48 1:24.82

松原　　心  高1 中市　　遥  高3 坂下　花菜  高1 松浦　叶実  高2
大分雄城台 津久見 佐伯鶴城 別府翔青

2:14.51 2:21.99 2:22.31 2:47.08
後藤果菜子  高1 小野　梨花  高3 麻生　純花  高1 御手洗心音  高2 中市　　遥  高3 髙山　凛花  高3 松浦　叶実  高2

大分雄城台 別府翔青 日田林工 佐伯鶴城 津久見 中津南 別府翔青
4:32.31 4:51.73 4:57.22 5:02.23 5:03.29 5:13.36 5:53.41

後藤果菜子  高1 小野　梨花  高3 御手洗心音  高2 髙山　凛花  高3 小玉　　萌  高2
大分雄城台 別府翔青 佐伯鶴城 中津南 大分東明

9:15.45(大会新) 10:02.05 10:36.00 10:47.01 12:49.91
松原　心晴  高2 小野　椎菜  高2 松川とも枝  高2 麻生　純花  高1 和田　小春  高1 安部　心菜  高1 河津真結奈  高2 佐藤　優凪  高1

佐伯鶴城 日田三隈 別府翔青 日田林工 中津南 別府翔青 藤蔭 大分鶴崎
1:08.17 1:11.72 1:12.23 1:13.52 1:15.58 1:15.70 1:16.15 1:23.32

松原　心晴  高2 松川とも枝  高2 小野　椎菜  高2 和田　小春  高1 安部　心菜  高1 河津真結奈  高2 亀井　美心  高2 佐藤　優凪  高1
佐伯鶴城 別府翔青 日田三隈 中津南 別府翔青 藤蔭 別府翔青 大分鶴崎
2:28.48 2:33.96 2:35.72 2:37.69 2:38.90 2:45.05 2:45.20 2:53.23

石田　未来  高1 吉野　彩希  高1 今井　歩南  高2 佐々木杏萌  高1 藤本　　明  高3 古屋　春乃  高1 北村玲依花  高1
中津南 別府翔青 大分雄城台 別府翔青 別府翔青 大分鶴崎 宇佐
1:17.12 1:18.88 1:19.42 1:21.24 1:21.65 1:24.81 1:58.20

石田　未来  高1 今井　歩南  高2 吉野　彩希  高1 藤本　　明  高3 古屋　春乃  高1
中津南 大分雄城台 別府翔青 別府翔青 大分鶴崎
2:46.10 2:50.03 2:52.74 2:55.41 3:01.07

高岡　　暖  高2 安東　来桃  高3 大久保美優  高2 北御門　凛  高2 亀井　美心  高2 木津ひなの  高2
津久見 大分豊府 別府翔青 大分鶴崎 別府翔青 津久見
1:08.20 1:11.46 1:11.88 1:11.92 1:16.84 1:17.68

高岡　　暖  高2 安東　来桃  高3 木津ひなの  高2
津久見 大分豊府 津久見
2:32.26 2:40.33 3:00.95

山川　響暉  高3 原　　千尋  高3 若林　繭子  高3
大分雄城台 大分上野丘 津久見

2:24.86(大会新) 2:31.12 2:31.32
山川　響暉  高3 原　　千尋  高3 若林　繭子  高3

大分雄城台 大分上野丘 津久見
5:01.63(大会新) 5:19.17 5:25.74
大分雄城台  高 中津南  高 別府翔青  高 津久見  高
後藤果菜子  高1 和田　小春  高1 松川とも枝  高2 中市　　遥  高3
今井　歩南  高2 石田　未来  高1 吉野　彩希  高1 若林　繭子  高3
山川　響暉  高3 髙山　凛花  高3 大久保美優  高2 高岡　　暖  高2
松原　　心  高1 山中　すず  高3 佐々木杏萌  高1 木津ひなの  高2

4:43.62  Fin. 4:44.65  Fin. 4:47.20  Fin. 5:05.30  Fin.
1:13.41  1st. 1:14.60  1st. 1:12.10  1st. 1:22.00  1st.

大分雄城台  高 別府翔青  高 津久見  高 中津南  高
松原　　心  高1 小野　梨花  高3 若林　繭子  高3 石田　未来  高1
中村　優那  高1 佐々木杏萌  高1 高岡　　暖  高2 橋村　友理  高2
山川　響暉  高3 松川とも枝  高2 木津ひなの  高2 髙山　凛花  高3
後藤果菜子  高1 藤本　　明  高3 中市　　遥  高3 山中　すず  高3

4:15.83  Fin. 4:17.76  Fin. 4:25.59  Fin. 4:36.15  Fin.
1:01.82  1st. 1:04.22  1st. 1:03.82  1st. 1:04.79  1st.

大分雄城台  高 別府翔青  高 津久見  高
後藤果菜子  高1 佐々木杏萌  高1 若林　繭子  高3
今井　歩南  高2 藤本　　明  高3 高岡　　暖  高2
松原　　心  高1 小野　梨花  高3 木津ひなの  高2
山川　響暉  高3 松川とも枝  高2 中市　　遥  高3

9:22.17  Fin. 9:32.63  Fin. 9:44.41  Fin.
2:10.49  1st. 2:25.14  1st. 2:22.50  1st.
別府翔青 大分雄城台 津久見 中津南 佐伯鶴城 大分鶴崎 大分上野丘 大分豊府

131 108 82 76 39 20 18 14

第70回　大分県高等学校体育大会水泳競技大会　女子成績
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