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１　　　位 ２　　　位 ３　　　位 ４　　　位 ５　　　位 ６　　　位 ７　　　位 ８　　　位

50 m 自 由 形 水田　大貴   (大久保・3)
   25.39

橋詰　蒼大   (大久保・3)
   25.69

濵口　　創   (加古川・3)
   25.71

永野　天我   (苦楽園・3)
   26.33

石井　悠一   (上津・2)
   26.49

鎌田　　輝   (友が丘・1)
   26.60

片桐　天鳳   (中部・3)
   26.74

大竹将太朗   (太子西・3)
   26.98

100 m 自 由 形 泉　　結智   (福田・2)
   54.90

橋詰　蒼大   (大久保・3)
   55.41

福本　脩哉   (加古川・2)
   56.69

水田　大貴   (大久保・3)
   56.75

永野　天我   (苦楽園・3)
   56.99

福井　寛人   (大庄・1)
   57.10

森　　珠紀   (魚崎・2)
   57.33

片桐　天鳳   (中部・3)
   58.42

200 m 自 由 形 花澤　柊太   (王塚台・3)
 1:56.05   大会新

福本　脩哉   (加古川・2)
 2:03.86

青木　浩亮   (飛松・2)
 2:05.64

小西　結斗   (二見・2)
 2:05.74

鎌田　　輝   (友が丘・1)
 2:07.03

堀口琉一朗   (竜が台・1)
 2:08.18

橋詰　陽汰   (大久保・1)
 2:08.94

松岡　颯人   (二見・2)
 2:11.43

男 400 m 自 由 形 花澤　柊太   (王塚台・3)
 4:06.89

泉　　結智   (福田・2)
 4:14.58

森本　純矢   (大久保・3)
 4:15.63

青木　浩亮   (飛松・2)
 4:24.67

寺田　壮利   (荒井・3)
 4:25.77

直井　勇蔵   (大池・3)
 4:27.48

藤原　悠吏   (神河・2)
 4:35.64

上阪　　潤   (加古川・1)
 4:45.18

100 m 背 泳 ぎ 北　　遼音   (烏帽子・2)
   58.29

村上　徹平   (玉津・3)
   58.51

尾﨑　大翔   (鷹匠・1)
 1:02.27

濵口　　創   (加古川・3)
 1:02.79

寺田　壮利   (荒井・3)
 1:06.20

坂元　　隼   (荒井・3)
 1:08.89

久保　宏騎   (玉津・2)
 1:09.51

寺西　諒太   (大久保北・2)
 1:09.89

200 m 背 泳 ぎ 北　　遼音   (烏帽子・2)
 2:06.82

村上　徹平   (玉津・3)
 2:09.77

尾﨑　大翔   (鷹匠・1)
 2:15.68

上岡　凌太   (塩屋・1)
 2:31.90

鷲尾　　颯   (王塚台・3)
 2:39.32

本田　大和   (太子西・2)
 2:45.64

守田　睦希   (二見・2)
 2:47.47

綛谷　有慧   (望海・2)
 3:00.29

100 m 平 泳 ぎ 加門　脩平   (大久保・2)
 1:07.49

德網　大星   (太山寺・2)
 1:08.04

中村　陽樹   (大久保・3)
 1:08.71

木元　侶衣   (北神戸・2)
 1:11.15

追立　楓人   (垂水東・2)
 1:12.60

久保　晴輝   (大久保・2)
 1:14.96

吉岡　佳太   (三木・2)
 1:15.37

薮西　貴裕   (緑が丘・1)
 1:15.47

200 m 平 泳 ぎ 伊藤　桜也   (龍野西・1)
 2:26.88

追立　楓人   (垂水東・2)
 2:31.11

中村　陽樹   (大久保・3)
 2:35.71

尾上　琉仁   (高丘・2)
 2:45.93

福井承太郎   (友が丘・1)
 2:51.11

宇野　一真   (中部・1)
 2:52.86

林　由一朗   (龍野西・1)
 2:57.94

宇都宮稿碧   (朝霧・1)
 3:00.54

100 m バ タ フ ラ イ 德網　大星   (太山寺・2)
   58.31   大会新

石井　悠一   (上津・2)
   59.19

井口　翔天   (三木・3)
 1:00.67

谷口　花丸   (自由が丘・1)
 1:01.41

直井　勇蔵   (大池・3)
 1:01.97

山際　潤也   (魚住・2)
 1:05.53

横山奏太朗   (太子西・1)
 1:08.29

藤田　想真   (長坂・1)
 1:08.96

200 m バ タ フ ラ イ 福井　寛人   (大庄・1)
 2:12.96

井口　翔天   (三木・3)
 2:13.51

谷口　花丸   (自由が丘・1)
 2:17.35

前田　秀翔   (大久保北・2)
 2:29.96

200 m 個 人 メ ド レ ー 奥井　晶稀   (三田学園・3)
 2:13.68

勝部　　悠   (長坂・2)
 2:14.39

井上　志吹   (西落合・1)
 2:16.59

小林　恭也   (龍野東・2)
 2:16.82

森本　純矢   (大久保・3)
 2:19.23

渡邊　竣哉   (駒ヶ林・2)
 2:22.10

平山　喜大   (新宮・1)
 2:27.47

津田　瑛太   (太山寺・1)
 2:30.65

子 400 m 個 人 メ ド レ ー 伊藤　桜也   (龍野西・1)
 4:47.79

小林　恭也   (龍野東・2)
 4:48.91

森本　夏生   (大久保・1)
 5:09.30

平山　喜大   (新宮・1)
 5:09.45

福井承太郎   (友が丘・1)
 5:19.24

楠田　唯人   (宝殿・1)
 6:00.12

200 m リ レ ー 本年度は実施なし

200 m メ ド レ ー リ レ ー 本年度は実施なし

50 m 自 由 形 松本　玲奈   (けやき台・2)
   28.28

友重　智美   (大池・3)
   28.46

中嶋　柚希   (滝川第二・1)
   28.59

西川　真央   (啓明学院・2)
   29.03

見浪　真美   (葺合・1)
   29.39

桂　　羽音   (玉津・2)
   29.45

米虫　　彩   (飛松・1)
   30.21

原　櫻里杏   (学文・1)
   30.55

100 m 自 由 形 鵜島あかり   (鳴尾・2)
   59.32

友重　智美   (大池・3)
   59.96

西川　真央   (啓明学院・2)
 1:01.19

中嶋　柚希   (滝川第二・1)
 1:01.30

中村　綺那   (朝霧・1)
 1:01.34

藤本　千珠   (鹿島・2)
 1:01.52

松本　玲奈   (けやき台・2)
 1:02.58

桂　　羽音   (玉津・2)
 1:03.24

200 m 自 由 形 渡邊　莉咲   (二見・3)
 2:08.15

今林　小夏   (浜甲子園・1)
 2:09.12

大塚　美咲   (浜脇・1)
 2:10.09

平山しおり   (新宮・3)
 2:11.79

森田　莉子   (鹿島・2)
 2:12.17

早川　果南   (魚住東・3)
 2:12.68

石倉　凪彩   (加古川・2)
 2:15.18

塩谷　奈菜   (大久保・2)
 2:17.91

女 400 m 自 由 形 鵜島あかり   (鳴尾・2)
 4:20.17   大会新

花岡　菜海   (北神戸・2)
 4:25.00   大会新

大塚　美咲   (浜脇・1)
 4:33.14

森田　莉子   (鹿島・2)
 4:34.44

平山しおり   (新宮・3)
 4:34.60

長谷川和奏   (けやき台・1)
 4:36.92

早川　果南   (魚住東・3)
 4:38.15

石倉　凪彩   (加古川・2)
 4:39.99

100 m 背 泳 ぎ 山口　華凜   (北神戸・1)
 1:03.92

阿部　花世   (滝川第二・1)
 1:10.87

玉越　凪紗   (龍野東・2)
 1:11.96

豊田　淳子   (大庄・2)
 1:16.80

新井　優里   (望海・2)
 1:17.20

﨑山　紗衣   (長坂・1)
 1:19.05

大森　聖菜   (大久保・1)
 1:20.07

中川　和奏   (龍野西・1)
 1:24.33

200 m 背 泳 ぎ 山口　華凜   (北神戸・1)
 2:16.03   大会新

阿部　花世   (滝川第二・1)
 2:29.12

長谷川和奏   (けやき台・1)
 2:29.74

吉田　陽奈   (八景・1)
 2:29.99

中川　琴葉   (太子西・2)
 2:40.54

新井　優里   (望海・2)
 2:51.28

藤田菜々華   (大久保北・2)
 2:58.36

中川　和奏   (龍野西・1)
 3:05.53

100 m 平 泳 ぎ 齊藤　結菜   (鷹匠・1)
 1:18.27

皆田　麻央   (三田学園・2)
 1:19.07

桧皮　来望   (三木・2)
 1:19.41

小林　優希   (太田・3)
 1:19.48

田中　陽菜   (学文・1)
 1:19.53

玉越　凪紗   (龍野東・2)
 1:19.66

島　　芽衣   (野々池・1)
 1:21.22

大上　　結   (三木東・1)
 1:22.15

200 m 平 泳 ぎ 齊藤　結菜   (鷹匠・1)
 2:42.79

中村　綺那   (朝霧・1)
 2:42.92

田中　陽菜   (学文・1)
 2:46.30

小林　優希   (太田・3)
 2:48.18

皆田　麻央   (三田学園・2)
 2:49.41

石川ひより   (鳴尾・2)
 2:52.02

山川　真歩   (武庫川大附・1)
 2:52.47

早川　柚葉   (魚住東・2)
 2:55.30

100 m バ タ フ ラ イ 日下　結奈   (浜脇・2)
 1:04.16

藤本　千珠   (鹿島・2)
 1:07.48

竹内　菜桜   (三木東・1)
 1:10.41

和田　羽音   (夙川・3)
 1:11.49

國森　好奏   (武庫川大附・1)
 1:12.22

則包なのは   (衣川・2)
 1:13.75

米虫　　彩   (飛松・1)
 1:14.95

寺本果英奈   (野々池・2)
 1:15.63

200 m バ タ フ ラ イ 日下　結奈   (浜脇・2)
 2:21.33

渡邊　莉咲   (二見・3)
 2:24.34

田村　柚穂   (浜甲子園・1)
 2:26.67

土井　千智   (御影・2)
 2:29.04

竹内　菜桜   (三木東・1)
 2:35.94

200 m 個 人 メ ド レ ー 花岡　菜海   (北神戸・2)
 2:23.38

見浪　真美   (葺合・1)
 2:28.59

木村　栞夏   (北神戸・2)
 2:32.42

島　　芽衣   (野々池・1)
 2:32.76

濵口　希昊   (浜甲子園・1)
 2:36.41

椿原　優希   (浜甲子園・1)
 2:39.74

和田　羽音   (夙川・3)
 2:41.78

早川　柚葉   (魚住東・2)
 2:44.54

子 400 m 個 人 メ ド レ ー 今林　小夏   (浜甲子園・1)
 5:16.60

濵口　希昊   (浜甲子園・1)
 5:20.65

木村　栞夏   (北神戸・2)
 5:21.18

田村　柚穂   (浜甲子園・1)
 5:27.89

北田一千咲   (志方・1)
 5:29.76

200 m リ レ ー 本年度は実施なし

200 m メ ド レ ー リ レ ー 本年度は実施なし

第25回 兵庫県中学校冬季水泳記録会 会場：三木山総合公園屋内プール 兵庫県中学校体育連盟水泳競技部


