
三木山総合公園屋内プール
2022/03/21

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

50 ｍ自 由 形
五百磐創志   (イトマン川西・6)

   29.35
金子　晏久   (大観小学校・5)

   29.99
森　　優仁   (ＪＳＳ大久保・6)

   30.41

100 ｍ自 由 形
渡邊　瑠樹   (二見西小学校・6)

   59.97
加藤　　翼   (イトマン三田・6)

 1:02.02
五百磐創志   (イトマン川西・6)

 1:03.03

200 ｍ自 由 形
山下　和真   (朝霧小学校・6)

 2:08.49
加藤　　翼   (イトマン三田・6)

 2:09.07
佐々木　奏   (ＪＳＳ北神戸・6)

 2:12.86

400 ｍ自 由 形
渡邊　瑠樹   (二見西小学校・6)

 4:29.00   小学新

50 ｍ背 泳 ぎ
山下　和真   (朝霧小学校・6)

   32.35
竹本麟汰朗   (ＳＵＮ加西・5)

   34.00
水野　癒太   (ＪＳＳ北神戸・6)

   34.36

100 ｍ背 泳 ぎ
七藏司隆斗   (イトマン西宮・6)

 1:09.49
水野　癒太   (ＪＳＳ北神戸・6)

 1:14.10
平野　晴人   (ＪＳＳ北神戸・4)

 1:19.03

200 ｍ背 泳 ぎ
七藏司隆斗   (イトマン西宮・6)

 2:25.22

50 ｍ平 泳 ぎ
森川　智陽   (大久保南小学・6)

   36.36
塚原　　馴   (イトマン西宮・5)

   38.05
衛門　刻史   (イトマン西宮・6)

   40.25

100 ｍ平 泳 ぎ
森川　智陽   (大久保南小学・6)

 1:17.99
山田　凛星   (王子小学校・6)

 1:18.02
木村聡一郎   (朝霧小学校・4)

 1:32.48

200 ｍ平 泳 ぎ
山田　凛星   (王子小学校・6)

 2:48.46

50 ｍバ タ フ ラ イ
小寺　優人   (イトマン西宮・6)

   32.58
山田　航世   (イトマン西宮・6)

   33.60
澤　　曉宏   (イトマン川西・4)

   34.10

100 ｍバ タ フ ラ イ
野口　凱生   (ＪＳＳ北神戸・6)

 1:08.72
山田　航世   (イトマン西宮・6)

 1:12.44
森　　優仁   (ＪＳＳ大久保・6)

 1:13.77

200 ｍ個人メドレー
佐々木　奏   (ＪＳＳ北神戸・6)

 2:25.99
永木　祐莉   (コナミ明石・6)

 2:30.67
野口　凱生   (ＪＳＳ北神戸・6)

 2:32.74

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

50 ｍ自 由 形
中塚　一真   (ＪＳＳ大久保・2)

   24.47
大森　達稀   (ＪＳＳ大久保・2)

   25.12
園山　紘生   (コナミ明石・2)

   25.23

100 ｍ自 由 形
中塚　一真   (ＪＳＳ大久保・2)

   52.68
津田　悠生   (NSI南あわじ・2)

   54.13
園山　紘生   (コナミ明石・2)

   54.38

200 ｍ自 由 形
津田　悠生   (NSI南あわじ・2)

 1:56.10
蓬莱　拓海   (ＪＳＳ大久保・3)

 2:01.53
三宅　啓介   (明石清水高校・2)

 2:05.58

50 ｍ背 泳 ぎ
舌間　悠人   (明石商業高校・2)

   31.40

100 ｍ背 泳 ぎ
大野耕一朗   (加古川東高校・2)

   59.40
多田　大悟   (明石清水高校・1)

 1:00.46
前田　凪翔   (ＪＳＳ三木・2)

 1:01.67

200 ｍ背 泳 ぎ
前田　凪翔   (ＪＳＳ三木・2)

 2:12.08

50 ｍ平 泳 ぎ
三嶋　健大   (加古川東高校・2)

   32.98
田中　遥也   (貴崎ＦＣ・1)

   33.00
黒田　悠太   (明石清水高校・1)

   38.70

100 ｍ平 泳 ぎ
田中　遥也   (貴崎ＦＣ・1)

 1:12.16

50 ｍバ タ フ ラ イ
進藤　雅音   (ＪＳＳ三木・1)

   27.14

100 ｍバ タ フ ラ イ
三宅　宗良   (ＳＴ淡路・2)

   59.03
川野　泰雅   (ＳＵＮ加西・1)

   59.58
徳平　将之   (ＪＳＳ三木・1)

 1:00.95

200 ｍバ タ フ ラ イ
三宅　宗良   (ＳＴ淡路・2)

 2:07.68
川野　泰雅   (ＳＵＮ加西・1)

 2:15.00
吉村　　巧   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・2)

 2:22.01

200 ｍ個人メドレー
進藤　雅音   (ＪＳＳ三木・1)

 2:20.03
藤原　裕生   (貴崎ＦＣ・3)

 2:20.26
金高　凛空   (明石清水高校・1)

 2:25.78

400 ｍ個人メドレー
宇都宮大樹   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・2)

 4:51.43

第18回東播オープン冬季水泳競技大会

【小学男子】

【高校男子】



三木山総合公園屋内プール
2022/03/21

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

50 ｍ自 由 形
堀川　心愛   (イトマン三田・6)

   29.57
岡本　彩羽   (イトマン三田・5)

   30.44
福井恵利子   (イトマン川西・6)

   31.09

100 ｍ自 由 形
荒木　未空   (ＪＳＳ大久保・6)

 1:04.59
水野　歩未   (イトマン三田・6)

 1:05.00
岡本　彩羽   (イトマン三田・5)

 1:05.11

200 ｍ自 由 形
武市彩緒里   (コナミ明石・6)

 2:15.34
荒木　未空   (ＪＳＳ大久保・6)

 2:15.85
橋本　　樹   (ＪＳＳ北神戸・6)

 2:18.67

50 ｍ背 泳 ぎ
塩谷　心香   (コナミ明石・4)

   33.57
小西　結椛   (高丘西小学校・5)

   34.18
中山　志麻   (洲本ＳＰ・6)

   34.48

100 ｍ背 泳 ぎ
中山　志麻   (洲本ＳＰ・6)

 1:14.15
田中　桜子   (イトマン西宮・4)

 1:17.68
深澤　彩葉   (イトマン三田・5)

 1:24.77

50 ｍ平 泳 ぎ
濵口　由昊   (イトマン西宮・5)

   37.71
阿部　杏奈   (イトマン西宮・4)

   39.10
有井　瑞稀   (イトマン三田・5)

   39.56

100 ｍ平 泳 ぎ
濵口　由昊   (イトマン西宮・5)

 1:22.45
平野　美羽   (ＪＳＳ北神戸・6)

 1:24.93
有井　瑞稀   (イトマン三田・5)

 1:25.20

50 ｍバ タ フ ラ イ
藤井　瑠夏   (イトマン西宮・5)

   33.04
山野　心寧   (イトマン川西・5)

   33.92
大倉　咲良   (コナミ明石・6)

   34.77

100 ｍバ タ フ ラ イ
藤井　瑠夏   (イトマン西宮・5)

 1:13.20
橋本　寧彩   (イトマン西宮・6)

 1:16.04

200 ｍ個人メドレー
武市彩緒里   (コナミ明石・6)

 2:31.21
橋本　　樹   (ＪＳＳ北神戸・6)

 2:37.22
日下　実結   (イトマン西宮・4)

 2:41.41

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

50 ｍ自 由 形
石田　実蕗   (明石清水高校・3)

   27.67
水野　果穂   (イトマン三田・1)

   27.91
髙山　瑠菜   (加古川東高校・1)

   28.75

100 ｍ自 由 形
水野　果穂   (イトマン三田・1)

 1:00.74
髙山　瑠菜   (加古川東高校・1)

 1:03.97
大矢　美優   (松陽高校・1)

 1:09.92

200 ｍ自 由 形
赤松いろは   (ＪＳＳ大久保・2)

 2:09.50
岸上　奈希   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・2)

 2:26.97
大矢　美優   (松陽高校・1)

 2:36.14

400 ｍ自 由 形
赤松いろは   (ＪＳＳ大久保・2)

 4:33.66

100 ｍ背 泳 ぎ
渡部　玲奈   (加古川東高校・2)

 1:17.58

50 ｍ平 泳 ぎ
高石友梨香   (イトマン三田・2)

   34.01   高校新
筒井　絢夏   (明石清水高校・2)

   38.52
佐伯　渚帆   (松陽高校・1)

   38.96

100 ｍ平 泳 ぎ
高石友梨香   (イトマン三田・2)

 2:33.54   高校新

50 ｍバ タ フ ラ イ
石田　実蕗   (明石清水高校・3)

   29.26
岩崎　伶海   (明石商業高校・2)

   35.94

100 ｍバ タ フ ラ イ
今田　百音   (松陽高校・1)

 1:25.30

200 ｍ個人メドレー
筒井　絢夏   (明石清水高校・2)

 2:36.87

400 ｍ個人メドレー
岸上　奈希   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・2)

 5:50.98

第18回東播オープン冬季水泳競技大会

【高校女子】

【小学女子】


