
【男子】 2017/07/16-17

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

  50m自由形
武本　優志   (別府・3)

   26.15
中嶌　俊介   (大蔵・3)

   26.70
松尾　　海   (別府・1)

   26.99
谷塚　俊介   (魚住・3)

   27.52
十田　翔吾   (中部・3)

   27.53
井上　凱登   (魚住東・3)

   27.57
坂本雄一郎   (朝霧・3)

   27.74
保田　朋樹   (宝殿・3)

   27.97

 100m自由形
武本　優志   (別府・3)

   56.43
中嶌　俊介   (大蔵・3)

   57.37
樽屋　賢汰   (朝霧・3)

   59.06
真鍋　朗音   (加古川・3)

   59.85
井上　凱登   (魚住東・3)

 1:00.50
蓬莱　拓海   (高丘・2)

 1:00.70
谷塚　俊介   (魚住・3)

 1:01.80
松尾　　海   (別府・1)

 1:02.76

 200m自由形
長島京志郎   (野々池・2)

 2:01.45
児嶋　利弘   (加古川・2)

 2:01.62
山本　将矢   (平岡南・3)

 2:02.41
川野　礼夢   (神吉・1)

 2:10.42
真鍋　朗音   (加古川・3)

 2:12.45
蓬莱　拓海   (高丘・2)

 2:12.74
佐々木俊祐   (大久保・3)

 2:14.69
田中　洋助   (緑が丘・2)

 2:15.77

 400m自由形
長島京志郎   (野々池・2)

 4:14.53
児嶋　利弘   (加古川・2)

 4:18.12
山本　将矢   (平岡南・3)

 4:20.96
馬場凜太朗   (大蔵・2)

 4:38.10
近藤　巧斗   (江井島・2)

 4:39.47
佐々木俊祐   (大久保・3)

 4:43.50
廣澤　虎汰   (野々池・3)

 4:43.98
上北　裕翔   (大久保北・2)

 4:53.52

1500m自由形
立花　彩翔   (二見・3)
17:26.27   ( 9:14.98)

馬場凜太朗   (大蔵・2)
18:08.31   ( 9:33.28)

近藤　巧斗   (江井島・2)
18:21.26   ( 9:47.93)

南谷　泰志   (朝霧・2)
19:02.47   (10:04.97)

上北　裕翔   (大久保北・2)
19:03.36   (10:05.93)

桒谷　逸斗   (野々池・2)
19:30.97   (10:05.66)

舌間　悠人   (二見・1)
20:24.45   (10:51.46)

岩部　悠紀   (中部・3)
20:58.65   (11:01.03)

 100m背泳ぎ
山本　祥平   (大久保・3)

 1:07.82
重國　陽壮   (大蔵・2)

 1:08.59
十田　翔吾   (中部・3)

 1:10.80
萩原　亮斗   (西脇南・2)

 1:10.95
須田　一帆   (江井島・3)

 1:11.01
横川　　岳   (大久保・3)

 1:11.29
大頭　幸翼   (加古川・3)

 1:11.35
大野耕一朗   (稲美北・1)

 1:12.65

 200m背泳ぎ
山本　祥平   (大久保・3)

 2:23.77
重國　陽壮   (大蔵・2)

 2:26.86
横川　　岳   (大久保・3)

 2:29.79
須田　一帆   (江井島・3)

 2:30.55
波越　泰志   (魚住・3)

 2:31.64
船越　陵雅   (荒井・2)

 2:37.90
大頭　幸翼   (加古川・3)

 2:39.86
徳平　蒼太   (自由が丘・3)

 2:44.38

 100m平泳ぎ
武本　航志   (別府・1)

 1:08.24   大会新
江副　澪音   (二見・2)

 1:11.10
重塚　　笙   (大久保・2)

 1:11.61
神山　亮也   (大蔵・3)

 1:12.21
石塚　祐太   (小野・3)

 1:13.37
西村　佑空   (小野・1)

 1:14.87
伊藤　　温   (加古川・2)

 1:15.50
大森　葵琉   (二見・3)

 1:16.68

 200m平泳ぎ
武本　航志   (別府・1)

 2:26.05
重塚　　笙   (大久保・2)

 2:26.37
江副　澪音   (二見・2)

 2:29.58
神山　亮也   (大蔵・3)

 2:35.77
西村　佑空   (小野・1)

 2:40.76
伊藤　　温   (加古川・2)

 2:46.71
大森　葵琉   (二見・3)

 2:51.21
中塚　健太   (魚住・3)

 2:54.07

 100mバタフライ
縄井　健世   (自由が丘・2)

 1:03.35
長谷川士朗   (旭丘・2)

 1:05.04
伊達　一稀   (望海・3)

 1:06.07
寺田　亘伸   (荒井・3)

 1:06.24
福岡　　翼   (二見・3)

 1:06.80
大峠　汰一   (大久保北・2)

 1:06.85
横治　健吾   (加古川・1)

 1:07.65
村上　柚希   (大久保・1)

 1:08.74

 200mバタフライ
縄井　健世   (自由が丘・2)

 2:23.70
伊達　一稀   (望海・3)

 2:29.05
三宅　啓介   (魚住・1)

 2:31.05
盛山　　遼   (二見・3)

 2:32.87
北井　洸太   (旭丘・3)

 2:34.21
金子　太貴   (大久保北・2)

 2:42.28
藤原　優真   (大久保・3)

 2:47.09
岩﨑圭二朗   (三木・3)

 2:47.20

 200m個人メドレー
川野　礼夢   (神吉・1)

 2:21.68
長谷川士朗   (旭丘・2)

 2:23.36
北井　洸太   (旭丘・3)

 2:23.63
樽屋　賢汰   (朝霧・3)

 2:25.01
石塚　祐太   (小野・3)

 2:25.45
盛山　　遼   (二見・3)

 2:29.89
奥野　　廉   (三木・3)

 2:35.70
泉　　昂志   (二見・1)

 2:36.76

 400m個人メドレー
立花　彩翔   (二見・3)

 4:53.38
渡邊　洸輝   (二見・1)

 5:21.74
南谷　泰志   (朝霧・2)

 5:21.79
大峠　汰一   (大久保北・2)

 5:26.74
横治　健吾   (加古川・1)

 5:40.52
奥野　　廉   (三木・3)

 5:40.73
増田　湧真   (望海・2)

 5:52.30
田中　悠翔   (中部・2)

 6:00.70

 400m　リ　レ　ー

二見
古賀慎ノ介・福岡　　翼
江副　澪音・立花　彩翔

( 1:01.55)   3:59.85

加古川
児嶋　利弘・横治　健吾
真鍋　朗音・大頭　幸翼

(   57.41)   3:59.86

大蔵
中嶌　俊介・重國　陽壮
馬場凜太朗・神山　亮也

(   58.39)   4:02.10

大久保
横川　　岳・佐々木俊祐
重塚　　笙・村上　柚希

( 1:01.83)   4:04.22

中部
十田　翔吾・柴崎　太壱
栗田　優輝・池田　智哉

( 1:00.01)   4:07.61

野々池
長島京志郎・廣澤　虎汰
桒谷　逸斗・園山　紘生

(   56.79)   4:08.90

望海
伊達　一稀・増田　湧真
枦　　純真・藤井　優羽

(   59.77)   4:13.39

自由が丘
徳平　蒼太・進藤　凱音
谷口　夢成・縄井　健世

( 1:06.54)   4:17.71

 400mメドレーリレー

大蔵
重國　陽壮・神山　亮也
中嶌　俊介・馬場凜太朗

( 1:07.61)   4:24.76

二見
立花　彩翔・江副　澪音
盛山　　遼・福岡　　翼
( 1:09.89)   4:27.38

加古川
大頭　幸翼・伊藤　　温
児嶋　利弘・真鍋　朗音

( 1:10.82)   4:29.21

大久保
横川　　岳・重塚　　笙

村上　柚希・佐々木俊祐
( 1:10.99)   4:29.22

中部
池田　智哉・十田　翔吾
柴崎　太壱・栗田　優輝

( 1:14.23)   4:42.10

魚住
波越　泰志・中塚　健太
生亀由起彦・谷塚　俊介

( 1:11.81)   4:44.08

自由が丘
徳平　蒼太・福井駿太郎
縄井　健世・谷口　夢成

( 1:16.17)   4:45.56

荒井
宮路　悠生・喜多　陽亮
寺田　亘伸・都染　拓真

( 1:15.18)   4:47.29

男子の部 優　勝 準優勝 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位

学 校 名 大　蔵 二　見 大久保 加古川 別　府 中　部 野々池 魚　住

得　　　点 78 70 68 66 39 30 27 26

男女総合 優　勝 準優勝 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位

学 校 名 大久保 魚　住 中　部 大　蔵 二　見 加古川 望　海 松　陽

得　　　点 125 118 110 92 87 79 62 54

県総体参加資格者・チーム

平成29年度東播地区中学校総合体育大会水泳競技大会 加東市立社中学校プール（公認50M　８レーン）



【女子】 2017/07/16-17

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

  50m自由形
多鹿　左絵   (小野・1)

   28.10
竹田　乙羽   (志方・3)

   29.28
今岡　綾音   (大久保・3)

   29.72
橋本　菜花   (小野・2)

   29.88
森本ひなた   (稲美・3)

   29.92
中谷　来夢   (社・3)

   30.11
田中　　陽   (高丘・1)

   30.20
橋本　愛奈   (中部・3)

   30.34

 100m自由形
竹田　乙羽   (志方・3)

 1:02.73
松下　茜音   (松陽・1)

 1:04.47
菅野　百花   (中部・3)

 1:05.36
橋本　愛奈   (中部・3)

 1:05.92
矢木　　陽   (大久保・1)

 1:06.05
中谷　来夢   (社・3)

 1:06.40
森本ひなた   (稲美・3)

 1:06.53
金丸こなつ   (中部・3)

 1:06.60

 200m自由形
松野仁衣奈   (稲美北・2)

 2:10.99
中嶌　楓花   (大蔵・1)

 2:13.30
山本菜々美   (宝殿・2)

 2:20.72
金丸こなつ   (中部・3)

 2:22.90
菅野　百花   (中部・3)

 2:24.73
小林　千紘   (魚住・2)

 2:34.35
尾﨑　加奈   (大久保・3)

 2:35.40
野濵　奈佳   (大久保北・2)

 2:37.56

 400m自由形
松野仁衣奈   (稲美北・2)

 4:30.88
中嶌　楓花   (大蔵・1)

 4:35.14
藤井　咲衣   (陵南・3)

 4:52.27
山本菜々美   (宝殿・2)

 5:00.39
二ノ方陽菜   (緑が丘・2)

 5:11.56
筒井　真見   (中部・2)

 5:17.29
尾﨑　加奈   (大久保・3)

 5:17.89
岸上　真珠   (大久保・3)

 5:18.30

 800m自由形
藤井　咲衣   (陵南・3)

10:00.97
三村　優奈   (旭丘・3)

10:25.44
二ノ方陽菜   (緑が丘・2)

10:38.96
岸上　真珠   (大久保・3)

10:50.48
駒川　　結   (加古川・2)

10:52.25
村田　奈穂   (大久保北・2)

11:42.77
藤井　友香   (望海・1)

11:43.13
小林　未侑   (魚住・3)

12:04.54

 100m背泳ぎ
岡　亜美香   (中部・3)

 1:13.94
藤岡めばえ   (望海・3)

 1:16.39
福武　由花   (魚住・2)

 1:17.58
前田　愛衣   (大久保北・3)

 1:18.29
伊東　天音   (魚住・3)

 1:21.93
藤原　朱里   (中部・2)

 1:23.42
福島　妃夏   (松陽・2)

 1:24.24
駒川　　舞   (加古川・3)

 1:24.28

 200m背泳ぎ
藤岡めばえ   (望海・3)

 2:40.75
岡　亜美香   (中部・3)

 2:42.14
前田　愛衣   (大久保北・3)

 2:48.16
福武　由花   (魚住・2)

 2:48.55
福島　妃夏   (松陽・2)

 2:59.78
藤田　悠愛   (大久保・3)

 3:02.71
大西　千陽   (加古川・3)

 3:04.36
今竹　彩菜   (宝殿・3)

 3:08.47

 100m平泳ぎ
立山　心菜   (緑が丘・1)

 1:16.40
菅原　萌那   (鹿島・2)

 1:18.48
加藤　優佳   (自由が丘・3)

 1:20.72
寺田　菜那   (魚住・2)

 1:20.95
筒井　絢夏   (魚住・1)

 1:21.75
都地　瞳美   (望海・2)

 1:23.32
鉛口　未来   (大久保・3)

 1:31.40
有末　優羽   (松陽・2)

 1:31.64

 200m平泳ぎ
立山　心菜   (緑が丘・1)

 2:46.42
菅原　萌那   (鹿島・2)

 2:53.20
寺田　菜那   (魚住・2)

 2:55.17
加藤　優佳   (自由が丘・3)

 2:56.96
筒井　絢夏   (魚住・1)

 2:59.01
都地　瞳美   (望海・2)

 3:02.99
有末　優羽   (松陽・2)

 3:16.47
島本　美咲   (中部・3)

 3:18.32

 100mバタフライ
多鹿　左絵   (小野・1)

 1:03.81
石田　実蕗   (二見・2)

 1:07.05
山下　菜月   (魚住・2)

 1:09.61
今岡　綾音   (大久保・3)

 1:11.27
福本　陽菜   (三木・1)

 1:13.47
松下　茜音   (松陽・1)

 1:14.57
室井　星南   (松陽・3)

 1:16.31
福武　由唯   (魚住・2)

 1:16.80

 200mバタフライ
石田　実蕗   (二見・2)

 2:29.84
山下　菜月   (魚住・2)

 2:43.02
室井　星南   (松陽・3)

 2:44.65
福武　由唯   (魚住・2)

 2:55.19
髙野　そら   (松陽・2)

 3:02.37
碓氷　遥花   (大久保北・3)

 3:06.73
藤井　友香   (望海・1)

 3:25.38
家永　彩未   (魚住・3)

 3:35.73

 200m個人メドレー
橋本　菜花   (小野・2)

 2:38.55
福本　陽菜   (三木・1)

 2:39.97
神吉　蘭夢   (宝殿・2)

 2:43.14
西村　茂空   (西脇・1)

 2:45.73
藤原　優希   (野々池・3)

 2:46.87
矢木　　陽   (大久保・1)

 2:47.69
宮本　優舞   (松陽・2)

 3:00.57
栁田　瑠南   (中部・2)

 3:00.87

 400m個人メドレー
藤原　優希   (野々池・3)

 5:46.16
神吉　蘭夢   (宝殿・2)

 5:49.37
三村　優奈   (旭丘・3)

 5:49.37    2位
栁田　瑠南   (中部・2)

 6:25.70
伊東　天音   (魚住・3)

 6:25.95
宮本　優舞   (松陽・2)

 6:28.56

 400m　リ　レ　ー

中部
橋本　愛奈・菅野　百花
岡　亜美香・金丸こなつ

( 1:06.82)   4:23.60

魚住
伊東　天音・寺田　菜那
小林　千紘・山下　菜月

( 1:10.44)   4:31.15

大久保
今岡　綾音・鉛口　未来
矢木　　陽・尾﨑　加奈

( 1:07.77)   4:31.70

松陽
松下　茜音・室井　星南
有末　優羽・宮本　優舞

( 1:04.66)   4:34.05

望海
都地　瞳美・大塚裕紀子
安藤あかり・藤岡めばえ

( 1:07.06)   4:43.94

加古川
有馬　那津・若田　真緒
駒川　　結・駒川　　舞
( 1:10.01)   4:48.36

大久保北
前田　愛衣・碓氷　遥花
村田　奈穂・野濵　奈佳

( 1:12.26)   4:49.61

宝殿
山本菜々美・今竹　彩菜
福山　愛美・神吉　蘭夢

( 1:06.31)   4:50.39

 400mメドレーリレー

魚住
筒井　絢夏・寺田　菜那
山下　菜月・小林　千紘

( 1:18.72)   4:59.91

中部
岡　亜美香・島本　美咲
菅野　百花・橋本　愛奈

( 1:16.07)   5:07.61

大久保
矢木　　陽・鉛口　未来
今岡　綾音・尾﨑　加奈

( 1:21.85)   5:15.12

望海
藤岡めばえ・都地　瞳美
安藤あかり・大塚裕紀子

( 1:15.46)   5:16.20

松陽
福島　妃夏・有末　優羽
室井　星南・松下　茜音

( 1:25.00)   5:17.26

大久保北
前田　愛衣・濱谷奈々花
碓氷　遥花・野濵　奈佳

( 1:22.85)   5:30.79

宝殿
神吉　蘭夢・古川菜々望
福山　愛美・山本菜々美

( 1:19.92)   5:32.39

二見
山本　愛乃・辻　　彩佳
石田　実蕗・掛川　愛莉

( 1:28.77)   5:35.22

女子の部 優　勝 準優勝 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位

学 校 名 魚　住 中　部 大久保 松　陽 望　海 宝　殿 小　野 大久保北

得　　　点 92 80 57 54 43 31 29 28

男女総合 優　勝 準優勝 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位

学 校 名 大久保 魚　住 中　部 大　蔵 二　見 加古川 望　海 松　陽

得　　　点 125 118 110 92 87 79 62 54

県総体参加資格者・チーム

平成29年度東播地区中学校総合体育大会水泳競技大会 加東市立社中学校プール（公認50M　８レーン）


