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友定　孝之 東・旭丘・中3 大石　佳典 阪・甲陽学院・中2 鎌田　　輝
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第６６回兵庫県中学校総合体育大会
(男子の部)

【開催場所】
開催日 2022/07/25 ～ 2022/07/26

第73回兵庫県中学校選手権水泳競技大会 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター

   26.29    26.35

泉　　結智 神・福田・中3 松本　遥哉 神・井吹台・中2 福本　脩哉 東・加古川・中3

決勝    25.50    25.64    25.68    25.82    25.90    26.18

中・朝日・中3 元原　楓翔 東・鹿島・中3 松谷　一翔 神・垂水・中3神・友が丘・中2 梅本　乙樹 中・姫路東・中3 中山　太賀 神・本山南・中2 三田　啓介

   56.81

岡本　一歩 中・朝日・中2 福井　寛人 阪・大庄・中2 福本　脩哉 東・加古川・中3 竹内　陽祐

決勝    53.82    55.03    55.72    56.16    56.19    56.69    56.74

鈴木　悠真 阪・瓦木・中1 梅本　乙樹 中・姫路東・中3大石　佳典 阪・甲陽学院・中2 加門　脩平 東・大久保・中3 栗田蓮太郎 東・兵教大附・中2

濱本　大智 中・夢前・中3 岡本　一歩 中・朝日・中2 篠﨑　　悠 神・小部・中3 小枝　遼平 東・平岡・中3

決勝  2:00.04  2:00.14  2:00.81  2:01.51  2:01.53  2:01.78  2:04.31  2:05.31

東・朝霧・中1 内田　智大 神・高倉・中3神・湊川・中3 松本　遥哉 神・井吹台・中2 泉　　結智 神・福田・中3 吉田　祥次

 4:18.89  4:24.08  4:29.18

濱本　大智 中・夢前・中3 小枝　遼平 東・平岡・中3 篠﨑　　悠

決勝  4:10.39  4:13.24  4:14.59  4:14.72  4:17.40

水谷　修大 阪・塩瀬・中3竹内　陽祐 神・湊川・中3 吉浦　立稀 中・夢前・中3 吉田　祥次 東・朝霧・中1

17:23.58 17:42.21

吉武伸之助 阪・甲陵・中3 北　　遼音 神・烏帽子・中3 津田　琉生 淡・三原・中3

タイム決勝 16:39.40 16:44.49 17:04.42 17:07.51 17:10.31 17:22.98

西・新宮・中2 森本　夏生 東・大久保・中2 山本　匠真 神・小部・中2神・小部・中3 吉浦　立稀 中・夢前・中3 水谷　修大 阪・塩瀬・中3 平山　喜大

 1:04.53

吉武伸之助 阪・甲陵・中3 小林　恭也 西・龍野東・中3 北　　遼音 神・烏帽子・中3 今井　詠奏

決勝  1:01.61  1:01.65  1:02.16  1:02.31  1:02.94  1:03.36  1:03.93

今井　詠奏 阪・立花・中3 北嶋　尚人 神・住吉・中2小林　恭也 西・龍野東・中3 尾﨑　大翔 神・鷹匠・中2 有時　伶音 西・山崎東・中1

竹中　伯燿 中・坊勢・中2 谷口　昊真 但・城崎・中3 加門　脩平 東・大久保・中3 木元　侶衣 神・北神戸・中3

決勝  2:11.56  2:12.75  2:12.92  2:15.13  2:15.75  2:17.04  2:17.84  2:20.52

神・住吉・中2 伊藤　琉真 東・稲美北・中1阪・立花・中3 有時　伶音 西・山崎東・中1 尾﨑　大翔 神・鷹匠・中2 北嶋　尚人

 1:12.41  1:12.79  1:13.20

西村　　零 阪・塚口・中2 竹中　伯燿 中・坊勢・中2 追立　楓人

決勝  1:08.62  1:09.42  1:10.00  1:10.05  1:11.49

森川　智陽 東・大久保・中1遠藤　　優 阪・成良・中2 久保　晴輝 東・大久保・中3 杉本　和真 阪・塚口・中3

 2:35.87  2:42.57

前川　大和 阪・今津・中3 德網　大星 神・太山寺・中3 石井　悠一 西・上津・中3

決勝  2:26.88  2:29.76  2:31.00  2:31.58  2:31.93  2:31.96

西・龍野西・中2 久保　晴輝 東・大久保・中3 永本　空澄 阪・大成・中2神・垂水東・中3 谷口　昊真 但・城崎・中3 梅鉢　大斗 神・八多・中3 伊藤　桜也

 1:00.30

前川　大和 阪・今津・中3 平井　優大 阪・武庫東・中2 谷口　花丸 東・自由が丘・中2 村上　凉汰

決勝    55.67    58.07    59.67    59.86    59.90    59.95  1:00.24

冨田　壮人 中・山陽・中2 藤田　悠輔 阪・真砂・中2谷口　花丸 東・自由が丘・中2 平井　優大 阪・武庫東・中2 友定　孝之 東・旭丘・中3

木下倫太郎 中・網干・中3 井上　志吹 神・西落合・中2 岡原　瑛吾 神・須磨北・中2 勝部　　悠 神・神戸長坂・中3

決勝  2:05.64  2:09.15  2:12.43  2:13.32  2:13.91  2:14.44  2:15.87  2:16.30

西・上津・中3 冨田　壮人 中・山陽・中2丹・山南・中2 福井　寛人 阪・大庄・中2 渡邊　瑠樹 東・二見・中1 石井　悠一

 2:21.78  2:22.01  2:23.18

木下倫太郎 中・網干・中3 井上　志吹 神・西落合・中2 岡原　瑛吾

決勝  2:13.08  2:13.78  2:15.44  2:15.80  2:17.21

梅鉢　大斗 神・八多・中3松尾　悠世 中・大津・中2 津田　琉生 淡・三原・中3 原　　直樹 阪・上ヶ原・中3

 4:54.63  5:05.91決勝  4:42.43  4:46.12  4:48.73  4:48.77  4:51.31  4:51.33

中・大津・中2 勝部　　悠 神・神戸長坂・中3 西海　徹平 神・神戸長坂・中2神・須磨北・中2 西村　　零 阪・塚口・中2 伊藤　桜也 西・龍野西・中2 松尾　悠世

神・鷹匠 阪・園田東 阪・塚口

決勝    56.86    58.01  1:00.55    56.66

中・朝日 阪・松崎 神・神戸長坂 東・大久保 東・二見

 4:02.72  4:04.56

三田　啓介(中3)・宮野　蒼芭(中2) 磯田　舜斗(中2)・連田　颯真(中3) 西海　徹平(中2)・鵜野　颯輝(中1) 加門　脩平(中3)・橋詰　陽汰(中2) 渡邊　瑠樹(中1)・松岡　颯人(中3) 石川　　煌(中2)・山本　唯勝(中1)

 3:48.83  3:55.96  3:58.50  3:58.85  4:00.15  4:00.84

   59.16    58.83  1:00.27  1:01.07

菅﨑　柊吾(中3)・林田　寅太(中3) 藤井　優人(中3)・上辻　大和(中3)

中・朝日 阪・松崎 東・大久保 中・山陽 神・神戸長坂 阪・塚口

梶尾　　嵩(中2)・岡部　煌輝(中2) 山田　遥斗(中3)・杉本　和真(中3)

神吉　玲登(中2)・岡本　一歩(中2) 寺田　　湊(中3)・岡﨑　一悟(中3) 藤田　想真(中2)・勝部　　悠(中3) 鈴木　　逞(中3)・森本　夏生(中2) 舌間　啓人(中2)・小西　結斗(中3) 尾﨑　大翔(中2)・土岐　龍雅(中1)

 1:12.52  1:10.05  1:15.15

 4:16.78  4:21.39  4:22.92  4:23.50  4:23.89

阪・中央 東・二見

決勝  1:06.81  1:03.91  1:08.88  1:05.52  1:08.02

上辻　大和(中3)・西村　　零(中2) 頼末　陽太(中1)・町　穣之心(中2) 守田　睦希(中3)・重留　勇仁(中3)

岡本　一歩(中2)・三田　啓介(中3) 岡﨑　一悟(中3)・磯田　舜斗(中2) 鈴木　　逞(中3)・加門　脩平(中3) 冨田　壮人(中2)・森　　亮仁(中1) 藤田　想真(中2)・西海　徹平(中2)

 4:25.13  4:34.41  4:35.25

宮野　蒼芭(中2)・神吉　玲登(中2) 連田　颯真(中3)・鳥飼　崇流(中3) 橋詰　陽汰(中2)・久保　晴輝(中3) 西雄　友隼(中2)・吉田　将義(中1) 鵜野　颯輝(中1)・勝部　　悠(中3)

山田　遥斗(中3)・杉本　和真(中3) 山本　侑茉(中3)・横山誠太郎(中2) 渡邊　瑠樹(中1)・小西　結斗(中3)

男子総合成績 中・朝日 東・大久保 阪・松崎 神・神戸長坂 阪・今津 阪・甲陵 中・網干

リレー得点による

中・夢前 阪・塚口
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第６６回兵庫県中学校総合体育大会
(女子の部)

【開催場所】
開催日 2022/07/25 ～ 2022/07/26

第73回兵庫県中学校選手権水泳競技大会 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター

   28.31    28.31

左脇　舞乙 阪・塩瀬・中3 宮崎　若葉 神・井吹台・中3 酒井　柚奈 神・本山南・中1

決勝    26.97    27.20    27.58    27.70    28.11    28.24

神・駒ヶ林・中1 中嶋　柚希 神・滝川第二・中2 檀野　紗良 神・本多聞・中1東・旭丘・中3 酒井　柚奈 神・本山南・中1 藤本　千珠 東・鹿島・中3 前田　叶海

 1:00.57

花岡　菜海 神・北神戸・中3 鵜島あかり 阪・鳴尾・中3 宮崎　若葉 神・井吹台・中3 寺本　咲来

決勝    59.18    59.39    59.62    59.79  1:00.10  1:00.11  1:00.12

佐藤　来美 神・住吉・中3 長谷　沙紀 阪・伊丹西・中1村上　遥香 淡・三原・中2 西山菜乃華 東・旭丘・中3 藤本　千珠 東・鹿島・中3

鵜島あかり 阪・鳴尾・中3 花岡　菜海 神・北神戸・中3 今林　小夏 阪・浜甲子園・中2 寺本　咲来 神・友が丘・中3

決勝  2:05.99  2:07.17  2:08.22  2:09.40  2:09.94  2:10.81  2:11.45  2:13.66

東・神吉・中2 井上　　奏 神・松蔭・中3神・友が丘・中3 永田　　杏 阪・浜甲子園・中1 大塚　美咲 阪・浜脇・中2 川野　夢桃

 4:35.43  4:37.83  4:40.74

今林　小夏 阪・浜甲子園・中2 森田　莉子 東・鹿島・中3 長谷川和奏

決勝  4:26.41  4:26.77  4:28.80  4:33.04  4:34.72

長谷川和奏 丹・けやき台・中2川野　夢桃 東・神吉・中2 大塚　美咲 阪・浜脇・中2 森田　莉子 東・鹿島・中3

10:04.11 10:19.79

山口　華凜 神・北神戸・中2 三宗　琴葉 阪・今津・中2 見浪　真美 神・葺合・中2

タイム決勝  9:12.61  9:18.25  9:25.63  9:26.68  9:28.25 10:00.09

神・大池・中2 頼末　夏希 阪・中央・中3 山元　茉羽 神・北神戸・中2丹・けやき台・中2 山戸　優佳 阪・雲雀丘学・中2 西川　真央 神・啓明学院・中3 加登　美翔

 1:09.65

見浪　真美 神・葺合・中2 三宗　琴葉 阪・今津・中2 山口　華凜 神・北神戸・中2 天川　心結

決勝  1:05.05  1:05.59  1:06.48  1:08.06  1:08.21  1:08.65  1:09.61

衣笠　莉沙 西・山崎東・中1 長尾　美咲 阪・真砂・中2狩野　紗奈 神・親和・中1 天川　心結 中・朝日・中1 赤松　　蘭 神・井吹台・中1

西尾　柚乃 神・歌敷山・中2 齊藤　結菜 神・鷹匠・中2 塚原　　楽 中・大津・中1 皐月　　静 阪・立花・中2

決勝  2:21.20  2:22.14  2:22.15  2:25.15  2:27.14  2:27.42  2:29.40  2:36.70

西・山崎東・中1 吉田　陽奈 丹・八景・中2中・朝日・中1 長尾　美咲 阪・真砂・中2 狩野　紗奈 神・親和・中1 衣笠　莉沙

 1:17.38  1:17.67  1:17.77

西尾　柚乃 神・歌敷山・中2 齊藤　結菜 神・鷹匠・中2 中村　綺那

決勝  1:14.39  1:15.15  1:15.24  1:15.49  1:17.26

皆田　麻央 丹・三田学園・中3田中　陽菜 阪・学文・中2 辻阪　若菜 神・舞子・中3 村岡　紗弥 丹・山南・中3

 2:51.00  2:51.31

菅原　凛夏 神・兵庫・中3 日下　結奈 阪・浜脇・中3 左脇　舞乙 阪・塩瀬・中3

決勝  2:40.95  2:42.57  2:43.75  2:44.46  2:45.97  2:47.39

阪・学文・中2 皐月　　静 阪・立花・中2 望月ひより 阪・塩瀬・中2東・朝霧・中2 塚原　　楽 中・大津・中1 皆田　麻央 丹・三田学園・中3 田中　陽菜

 1:05.35

菅原　凛夏 神・兵庫・中3 藤井　咲羽 神・住吉・中1 伊藤あかり 神・櫨谷・中3 荒本　美佑

決勝  1:02.68  1:04.24  1:04.41  1:04.43  1:04.46  1:04.81  1:05.22

石躍　佐和 阪・芦屋国際・中3 長谷　沙紀 阪・伊丹西・中1福島　美月 丹・西紀・中2 伊藤あかり 神・櫨谷・中3 住田　乙姫 東・北条・中1

小林　愛茉 阪・東谷・中2 荒本　美佑 阪・塚口・中2 松本みのり 西・龍野西・中1 森岡　来望 神・伊川谷・中3

決勝  2:18.06  2:21.36  2:22.31  2:24.25  2:26.27  2:26.39  2:26.54  2:27.73

阪・浜甲子園・中1 日下　結奈 阪・浜脇・中3阪・塚口・中2 土井　千智 神・御影・中3 田村　柚穂 阪・浜甲子園・中2 永田　　杏

 2:34.21  2:35.98  2:37.06

小林　愛茉 阪・東谷・中2 住田　乙姫 東・北条・中1 森岡　来望

決勝  2:18.72  2:28.04  2:29.38  2:29.98  2:33.81

角　　美空 神・星陵台・中2木村　栞夏 神・北神戸・中3 濵口　希昊 阪・浜甲子園・中2 島　　芽衣 東・野々池・中2

 5:28.28  5:29.79決勝  4:50.42  5:14.93  5:16.11  5:20.21  5:21.41  5:22.83

神・北神戸・中3 角　　美空 神・星陵台・中2 中島　琉莉 阪・上甲子園・中2神・伊川谷・中3 石躍　佐和 阪・芦屋国際・中3 濵口　希昊 阪・浜甲子園・中2 木村　栞夏

中・安室 中・姫路灘

決勝    59.75    59.55  1:06.82  1:00.11

神・北神戸 神・井吹台 阪・浜甲子園 神・住吉 東・大久保

 4:28.73

花岡　菜海(中3)・木村　栞夏(中3) 宮崎　若葉(中3)・伊藤　　育(中1) 濵口　希昊(中2)・田村　柚穂(中2) 佐藤　来美(中3)・森實小百合(中3) 大森　聖菜(中2)・霞流まなみ(中3) 萩原　　凛(中3)・田中　陽乃(中1)

 4:07.92  4:10.97  4:15.34  4:22.07  4:22.41  4:25.66

 1:07.42  1:01.66  1:03.22

濱野　　鈴(中1)・土井　菜月(中1)

神・井吹台 神・北神戸 阪・浜甲子園 東・野々池 阪・立花 神・歌敷山

佐伯　星奈(中2)・津村　涼心(中1)

山元　茉羽(中2)・山口　華凜(中2) 石川　栞凪(中1)・赤松　　蘭(中1) 今林　小夏(中2)・永田　　杏(中1) 佐藤奈々美(中2)・藤井　咲羽(中1) 塩谷　奈菜(中3)・佐藤　芽衣(中1) 松居　咲良(中2)・寳角　佳怜(中3)

 1:11.00  1:12.25  1:16.11

 4:37.92  4:38.11  4:46.26  4:51.27  4:53.52

中・朝日 阪・武庫川大

決勝  1:11.42  1:06.61  1:15.35  1:17.06  1:12.60

岩﨑　心美(中2)・西尾　柚乃(中2) 浅見　優希(中1)・山本　夢来(中2) 平井　那歩(中3)・山川　真歩(中2)

中山実紗希(中1)・宮崎　若葉(中3) 花岡　菜海(中3)・山元　茉羽(中2) 田村　柚穂(中2)・永田　　杏(中1) 寺本果英奈(中3)・島　　芽衣(中2) 大村　優菜(中2)・榎本　彩加(中2)

 4:55.26  4:55.87  4:58.53

石川　栞凪(中1)・赤松　　蘭(中1) 山口　華凜(中2)・木村　栞夏(中3) 今林　小夏(中2)・濵口　希昊(中2) 園山　莉菜(中2)・前川　護瑚(中1) 荒本　結衣(中2)・皐月　　静(中2)

田島つむぐ(中2)・山下　愛貴(中2) 天川　心結(中1)・可藤　梨乃(中1) 國森　好奏(中2)・江口　陽菜(中2)

女子総合成績 神・北神戸 阪・浜甲子園 神・井吹台 神・住吉 （同7位）

入賞者数による

神・歌敷山 東・鹿島 阪・東谷 神・兵庫　　16点


