
大 会 役 員

大会長 木村 篤志（加古川西）

総 務 神尾 浩史（加古川西） 深瀬 章文（明石清水） 早山 徹（明石城西）

上田 英俊（西 脇）

兵庫県水泳連盟派遣総務 佐藤 誠 井上 弘樹

審判長 神尾 浩史（加古川西）

副審判長 深瀬 章文（明石清水）

招 集 主 中川 翔 （高 砂） 小林 郁美 (西脇工業） 柏木 渚 （加古川南）

小野 加織 (明 石)① 上田 修平（明 石)②

出発合図 主 上田 英俊（西 脇） 辺見 翔太（ 社 ）

折返監察 主 早山 徹 （明石城西） 副 池田 秀俊（水泳協会）

井上 靖 （ 社 ） 正井 信一 (西脇工業) 福谷 公博（明 石 南)

金子 泰之（三 木 北） 堀 史人（県立農業） 兼松 泰照（高 砂 南）

田川 奈央（加古川南） 足立 吉久 (小 野)① 小林 哲子（小 野)①

守谷 生也（高 砂)① 船谷 達也（小野工業)① 藤澤 朗 （三 木 東)➀

神舎 志歩（播 磨 南)① 布目 早紀（播 磨 南)① 石田 誠 (加古川西)①

山本 浩子（明 石 北)① 柴田 智子（小 野)② 広瀬 浩也（小 野)②

神田 将志（小野工業)② 浅野 勝也（三 木 東)② 村川 義則（明 石 北)②

泳法審判 主 本岡 未歩（明石城西） 中村 基司（高 砂 南） 鳴瀬 翔太（明石城西）

計 時 主 東郷 好彦（加古川東) 池下 浩一（明 石 北)① 今村 環 （明 石 北)②

１レーン 高砂南高校補助員 三木北高校補助員

２レーン 西脇高校補助員 明石南高校補助員

３レーン 明石清水高校補助員 高砂高校補助員

４レーン 加古川東高校補助員 明石北高校補助員

５レーン 明石城西高校補助員 小野高校補助員

６レーン 加古川北高校補助員 社高校補助員

７レーン 加古川西高校補助員 西脇工業高校補助員

８レーン 明石高校補助員 県立農業高校補助員

記録・機械・ＰＴ

主 土本 泰幸（加古川北） 生木 達也（県立農業) 北之園直哉（西 脇）

仁木 英貴（三 木 北） 山中 浩一（水泳協会）

通告・賞典 主 空田 久美子(明石商業） 東影あさひ (加古川北)① 檜皮 憲孝（加古川北)②

開会式実施要項 閉会式実施要領

選手整列 １開式通告

１開式通告 ２成績発表

２開会宣言 神尾 浩史（加古川西） ３表彰

３優勝旗返還 男子・明石城西 女子・加古川北 ４閉会宣言

４大会長挨拶 木村 篤志（加古川西） ５諸注意

５選手宣誓 瀬川 幸樹（明石商業）

６審判長注意 深瀬 章文（明石清水）

７諸注意

８閉式通告・選手退場



《大 会 記 録》

男子 女子

記録 記録保持者 所属 年度

50m自由形 25.44 武本 優志 加古川西 Ｈ３０ 27.87 岡田 真衣 小 野 Ｈ２２

100m自由形 55.41 太田 翼 小野 Ｈ２１ 59.92 岡田 真衣 小 野 Ｈ２２

信田 涼介 加古川東 Ｈ２９

200m自由形 1:59.88 山野 誠司 加古川南 Ｈ２２ 2:12.00 深瀬久美子 明石南 Ｈ ４

400m自由形 4:14.55 山野 誠司 加古川南 Ｈ２２ 4:35.97 近藤 和 三木北 Ｈ２７

800m自由形 8:58.54 塩谷 純平 加古川南 Ｈ２３ 9:43.60 小森田 紬 明 石 Ｈ２８

50m背泳ぎ 29.28 南谷 研志 明石城西 Ｈ３０ 31.51 田中 亜依 小 野 Ｈ２２

100m背泳ぎ 1:02.58 朝倉 一輝 明石北 Ｈ１９ 1:07.03 田中 亜依 小 野 Ｈ２２

200m背泳ぎ 2:15.10 朝倉 一輝 明石北 Ｈ１９ 2:24.40 長谷 愛子 明石南 Ｈ ６

50m平泳ぎ 30.53 立山 泰雅 三木東 Ｈ３０ 34.98 薬師 里穂 三木北 Ｈ２３

100m平泳ぎ 1:06.81 永森 圭介 三木北 Ｈ１９ 1:15.42 近藤 和 三木北 Ｈ２５

200m平泳ぎ 2:22.38 永森 圭介 三木北 Ｈ２０ 2:37.81 薬師 里穂 三木北 Ｈ２５

50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 27.10 谷 雄大 三木北 Ｈ２６ 29.36 岡田 真衣 小 野 Ｈ２３

100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 58.62 甲谷 直樹 明石城西 Ｈ２５ 1:04.08 近藤 和 三木北 Ｈ２７

200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 2:07.66 山野 宏樹 加古川南 Ｈ２０ 2:16.76 栗林 優子 三木北 Ｈ２１

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 2:15.15 朝倉 一輝 明石北 Ｈ１９ 2:25.24 石崎 由稀乃 三木北 Ｈ２７

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 4:54.07 末光 勇翔 明石 Ｈ３０ 5:16.14 大城戸実希 社 Ｈ２３

400mリレー 3:50.53 加古川南 4:15.52 三木北

（塩谷 山野 有近 早川） Ｈ２３ （長田 柳田 伊藤 栗林） Ｈ１９

800mリレー 8:25.56 明石城西 9:10.59 加古川北

（道林 藤田 川崎 南谷） Ｈ２９ （梶原 西川 小松 加藤） Ｈ２７

400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 4:15.42 三 木 北 4:40.26 三木北

（小林 薬師 岸本 横山） Ｈ２８ （香山 薬師 近藤 清 ） Ｈ２５

《得点・表彰規定》

※リレー種目は左記の２倍の得点

得点 １位から８、７，６，５，４，３，２，１点 とする。

団 体 …１，２，３位 （１位優勝旗）

表彰

個 人 …１，２，３位 （賞 状）

但し、同一得点校が２校以上の場合は、８位以内入賞者数の多い学校を上位とする。

なお、リレーも１名として計算する。

《注意事項》

１ 本大会は令和元年度日本水泳連盟競技規則に則って行う。

２ ゴミは必ず持ち帰ること。

３ アリーナ内は土足厳禁。ただし、サンダルの使用は許可する。

４ 他の施設内にむやみに立ち入らないこと。プール施設外でテントを張るなどの行為は禁止。

５ 観戦場所は狭いので、皆譲り合って使用すること。
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