
【男子】 2017/08/27-28

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

  50m自由形
重本孝太郎   (神・押部谷・3)

   24.25   大会新
上田遼太郎   (神・六甲・3)

   24.99   大会新
豊山　敦星   (神・長峰・3)

   25.28
赤井　智紀   (丹・丹南・3)

   25.40
武本　優志   (東・別府・3)

   25.51
難波　和也   (中・神南・3)

   25.86
中嶌　俊介   (東・大蔵・3)

   26.00
日置　　凌   (阪・明峰・3)

   26.28

 100m自由形
上田遼太郎   (神・六甲・3)

   54.32   全国
赤井　智紀   (丹・丹南・3)

   54.77   全国
川越　悠河   (阪・塚口・2)

   55.00
武本　優志   (東・別府・3)

   55.82

松本　　陸   (阪・南武庫荘・
3)

   55.84

林　甲子郎   (阪・浜甲子園・
3)

   55.93

難波　和也   (中・神南・3)
   56.10

中嶌　俊介   (東・大蔵・3)
   56.15

 200m自由形
白根　兵悟   (中・山陽・3)

 1:58.09   全国
長島京志郎   (東・野々池・2)

 1:58.74   全国
川越　悠河   (阪・塚口・2)

 1:59.25

林　甲子郎   (阪・浜甲子園・
3)

 2:00.04

高橋　　駿   (中・書写・3)
 2:00.80

児嶋　利弘   (東・加古川・2)
 2:02.36

山本　将矢   (東・平岡南・3)
 2:03.21

松本　　陸   (阪・南武庫荘・
3)

 2:03.83

 400m自由形
久保田一矢   (神・鷹取・3)

 4:06.27   全国
白根　兵悟   (中・山陽・3)

 4:09.84   全国
上元　郁弥   (中・増位・3)

 4:12.61
山本　将矢   (東・平岡南・3)

 4:15.39
児嶋　利弘   (東・加古川・2)

 4:15.64
大倉　瑞輝   (中・飾磨東・2)

 4:16.75
長島京志郎   (東・野々池・2)

 4:18.98
高橋　　駿   (中・書写・3)

 4:19.61

1500m自由形
久保田一矢   (神・鷹取・3)

15:56.68   ( 8:29.29)   大会新
岡　　謙佑   (中・福崎東・2)
16:32.18   ( 8:52.42)   全国

大倉　瑞輝   (中・飾磨東・2)
16:37.11   ( 8:50.44)   全国

上元　郁弥   (中・増位・3)
16:54.49   ( 8:55.37)

大門　慶悟   (阪・小田・3)
16:59.77   ( 9:00.53)

立花　彩翔   (東・二見・3)
17:03.94   ( 9:02.09)

吉野　優平   (神・多聞東・3)
17:18.64   ( 9:06.11)

倉橋　宙史   (西・山﨑東・2)
17:22.29   ( 9:08.09)

 100m背泳ぎ
大平　理登   (神・唐櫃・2)

   59.53   全国
岡原　壮太   (神・須磨北・3)

 1:00.96   全国
前田　駿太   (神・駒ヶ林・2)

 1:01.03   全国
赤坂　太成   (神・井吹台・2)

 1:01.75
縄田　大翔   (中・広畑・3)

 1:03.62
奥野　平太   (阪・伊丹北・1)

 1:04.50
濱野　瑠亜   (中・姫路灘・2)

 1:04.61
村上　汰晟   (神・玉津・2)

 1:04.76

 200m背泳ぎ
前田　駿太   (神・駒ヶ林・2)

 2:09.40   全国
赤坂　太成   (神・井吹台・2)

 2:11.73   全国
岡原　壮太   (神・須磨北・3)

 2:12.46
阪口　詞音   (丹・八景・3)

 2:16.80
村上　汰晟   (神・玉津・2)

 2:17.08
野口　壱紳   (西・山﨑東・1)

 2:17.47
奥野　平太   (阪・伊丹北・1)

 2:18.06
濱野　瑠亜   (中・姫路灘・2)

 2:18.82

 100m平泳ぎ
武本　航志   (東・別府・1)

 1:08.19
平山　　駿   (神・王塚台・3)

 1:08.39
小川　雄大   (神・有野・2)

 1:08.48
江副　澪音   (東・二見・2)

 1:08.96
重塚　　笙   (東・大久保・2)

 1:09.44
岡部　　翔   (神・西落合・3)

 1:10.76
神山　亮也   (東・大蔵・3)

 1:10.93
川﨑　　稜   (阪・松崎・3)

 1:10.99

 200m平泳ぎ
廣本　　新   (阪・塩瀬・3)

 2:24.24
武本　航志   (東・別府・1)

 2:25.33
重塚　　笙   (東・大久保・2)

 2:25.50
八木　大輝   (阪・小田・3)

 2:26.63
平山　　駿   (神・王塚台・3)

 2:27.06
小川　雄大   (神・有野・2)

 2:27.16
江副　澪音   (東・二見・2)

 2:28.14
神山　亮也   (東・大蔵・3)

 2:30.76

 100mバタフライ
重本孝太郎   (神・押部谷・3)

   56.76   大会新
竹中　拓哉   (神・烏帽子・2)

   58.90
萬谷　太耀   (阪・緑台・3)

 1:00.24
吉岡亜矢都   (神・本庄・2)

 1:00.40
宇野　　陸   (阪・大庄北・2)

 1:00.53
阪口　詞音   (丹・八景・3)

 1:01.03
川野　斗允   (淡・青雲・3)

 1:02.26
米田　虎優   (阪・高須・3)

 1:02.42

 200mバタフライ
竹中　拓哉   (神・烏帽子・2)

 2:09.92
倉橋　宙史   (西・山﨑東・2)

 2:14.42
岡　　謙佑   (中・福崎東・2)

 2:14.78
川野　斗允   (淡・青雲・3)

 2:15.53
米田　虎優   (阪・高須・3)

 2:16.07
瀧野　　真   (阪・日新・2)

 2:16.33
山本　蒼太   (阪・東谷・3)

 2:18.61
吉岡亜矢都   (神・本庄・2)

 2:18.68

 200m個人メドレー
北村　峻聖   (中・姫路灘・2)

 2:08.75   全国
志水　建斗   (中・東光・3)

 2:14.12
児玉　俊二   (神・井吹台・3)

 2:14.36
小峯　輝羅   (中・大津・1)

 2:14.39
廣本　　新   (阪・塩瀬・3)

 2:15.69
末光　勇翔   (神・玉津・3)

 2:16.36
八木　大輝   (阪・小田・3)

 2:16.65
加谷　幹登   (阪・緑台・2)

 2:19.86

 400m個人メドレー
大平　理登   (神・唐櫃・2)

 4:31.74   全国
北村　峻聖   (中・姫路灘・2)

 4:31.85   全国
小峯　輝羅   (中・大津・1)

 4:45.39
志水　建斗   (中・東光・3)

 4:48.96
児玉　俊二   (神・井吹台・3)

 4:49.22
立花　彩翔   (東・二見・3)

 4:49.41
末光　勇翔   (神・玉津・3)

 4:52.21
加谷　幹登   (阪・緑台・2)

 4:53.30

 400m　リ　レ　ー

中・姫路灘
濱野　瑠亜・北村　峻聖
中尾　　剛・植田虎太郎

(   59.34)   3:53.95

阪・小田
山本有希也・村田　虎白
八木　大輝・大門　慶悟

(   58.29)   3:54.78

東・二見
古賀慎ノ介・福岡　　翼
江副　澪音・立花　彩翔

( 1:00.93)   3:56.76

東・大蔵
中嶌　俊介・重國　陽壮
神山　亮也・馬場凜太朗

(   56.69)   3:56.90

阪・大庄北
岡本　稜久・宇野　　陸
出本　陽巳・大野　佑太

(   58.14)   3:56.99

阪・東谷
岡坂　大志・土屋航太郎
楠本　陽大・山本　蒼太

(   59.49)   4:00.01

阪・伊丹北
奥野　平太・ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ竜輝

平松　一真・小川　　輝
(   57.25)   4:00.14

東・大久保
村上　柚希・横川　　岳
重塚　　笙・佐々木俊祐

( 1:01.77)   4:03.62

 400mメドレーリレー

中・姫路灘
濱野　瑠亜・北村　峻聖
中尾　　剛・植田虎太郎

( 1:04.72)   4:17.59

阪・大庄北
袖野　椋可・岡本　稜久
宇野　　陸・大野　佑太

( 1:06.88)   4:19.51

東・大蔵
重國　陽壮・神山　亮也
中嶌　俊介・馬場凜太朗

( 1:07.29)   4:20.04

中・飾磨東
髙瀬　慶太・中浦　悠斗
大倉　瑞輝・山﨑　　樹

( 1:07.88)   4:21.72

阪・伊丹北
小川　　輝・ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ竜輝
奥野　平太・平松　一真

( 1:06.62)   4:23.43

東・大久保
横川　　岳・重塚　　笙

村上　柚希・佐々木俊祐
( 1:08.72)   4:24.80

神・玉津
村上　汰晟・末光　勇翔
末光　唯楓・浅田　和嗣

( 1:05.06)   4:25.34

東・加古川
大頭　幸翼・伊藤　　温
児嶋　利弘・真鍋　朗音

( 1:10.63)   4:25.54

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 中・姫路灘 東・大　蔵 阪・大庄北 阪・小　田 東・二　見 東・別　府 神・井吹台 中・飾磨東

得　　　点 50 28 26 25（リレー得点による） 25（リレー得点による） 24 22 19

近畿中学総体
参加資格者・チーム

平成29年度 第61回兵庫県中学校総合体育大会水泳競技大会 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター（公認50M　８レーン）



【女子】 2017/08/27-28

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

  50m自由形
舩本　愛子   (西・赤穂・3)

   26.85   県中新
吉田　芽生   (神・櫨谷・1)

   27.23   大会新
貴島風海香   (神・西代・2)

   27.87
北山ひより   (阪・小園・3)

   27.89
古長みさと   (神・塩屋・2)

   28.32
岡田　美咲   (神・友が丘・3)

   28.46

足立　理音   (阪・武庫川大・
3)

   28.53

多鹿　左絵   (東・小野・1)
   28.73

 100m自由形
吉田　芽生   (神・櫨谷・1)

   58.77   大会新
貴島風海香   (神・西代・2)

   59.58
片山　珠里   (神・歌敷山・1)

 1:00.97
舩本　愛子   (西・赤穂・3)

 1:01.03
山本すみれ   (神・御影・3)

 1:01.05
北山ひより   (阪・小園・3)

 1:01.27

小川　桃香   (阪・武庫川大・
3)

 1:01.74

足立　理音   (阪・武庫川大・
3)

 1:02.59

 200m自由形
松野仁衣奈   (東・稲美北・2)

 2:07.73   全国
井上　真帆   (丹・丹南・3)

 2:08.06

村木　　心   (阪・中山五月・
3)

 2:08.69

中嶌　楓花   (東・大蔵・1)
 2:09.40

石川　茶美   (中・姫路灘・2)
 2:12.86

上村　聖奈   (阪・天王寺川・
2)

 2:14.13

小川　桃香   (阪・武庫川大・
3)

 2:14.38

広瀬　優香   (神・鷹匠・3)
 2:15.87

 400m自由形
松野仁衣奈   (東・稲美北・2)

 4:26.61   全国
中野　帆波   (阪・松崎・3)

 4:26.71   全国
津田　歩季   (中・増位・3)

 4:27.84   全国
中嶌　楓花   (東・大蔵・1)

 4:33.78

上村　聖奈   (阪・天王寺川・
2)

 4:34.87

山本　英穂   (神・渚・2)
 4:37.70

久斗　奈々   (中・姫路香寺・
3)

 4:37.97

高橋　紅葉   (神・太田・1)
 4:45.32

 800m自由形
津田　歩季   (中・増位・3)

 9:09.40   全国
中野　帆波   (阪・松崎・3)

 9:09.51   全国

久斗　奈々   (中・姫路香寺・
3)

 9:18.77

上田　幸歩   (丹・上野台・3)
 9:19.35

高橋　紅葉   (神・太田・1)
 9:36.32

藤井　咲衣   (東・陵南・3)
 9:42.19

津田怜央菜   (中・増位・2)
 9:47.11

田畑　なる   (中・飾磨東・3)
 9:47.25

 100m背泳ぎ
三木　怜奈   (神・本山・3)

 1:06.81
甘利　優丹   (阪・御殿山・3)

 1:08.07
中前　凜音   (阪・小田・3)

 1:08.45
山﨑　彩花   (中・増位・2)

 1:09.51
萩原　　凜   (神・玉津・1)

 1:10.50
下村　真彩   (阪・平木・1)

 1:10.52
山本　英穂   (神・渚・2)

 1:10.80
中嶋望々花   (阪・瓦木・3)

 1:11.47

 200m背泳ぎ
三木　怜奈   (神・本山・3)

 2:26.51
山﨑　彩花   (中・増位・2)

 2:27.10
甘利　優丹   (阪・御殿山・3)

 2:27.22
中澤　　葵   (神・渚・1)

 2:29.23
中前　凜音   (阪・小田・3)

 2:31.46
川野　愛弥   (中・神南・3)

 2:34.89
木村　真菜   (神・井吹台・1)

 2:36.53
萩原　　凜   (神・玉津・1)

 2:36.76

 100m平泳ぎ
小阪　愛音   (阪・芦屋山手・2)

 1:14.38
立山　心菜   (東・緑が丘・1)

 1:15.62
玉井ひかる   (淡・青雲・2)

 1:16.25
岡井　夏凜   (神・鷹匠・1)

 1:16.63
安森　　葵   (中・広畑・2)

 1:16.97
松本　　涼   (神・太田・2)

 1:17.15
松村　もえ   (神・本庄・2)

 1:17.80

石井　　伶   (中・姫路香寺・
2)

 1:18.16

 200m平泳ぎ
小阪　愛音   (阪・芦屋山手・2)

 2:40.01
岡井　夏凜   (神・鷹匠・1)

 2:41.36
松本　　涼   (神・太田・2)

 2:42.34
玉井ひかる   (淡・青雲・2)

 2:44.92
安森　　葵   (中・広畑・2)

 2:47.79
立山　心菜   (東・緑が丘・1)

 2:48.60
松村　もえ   (神・本庄・2)

 2:50.18
高石友梨香   (丹・八景・1)

 2:50.44

 100mバタフライ
多鹿　左絵   (東・小野・1)

 1:03.33   全国

中逵　綾乃   (阪・武庫川大・
3)

 1:03.71   全国

四ツ谷智香   (神・駒ヶ林・2)
2位　　 1:03.71   全国

三原梨紗子   (阪・御殿山・2)
 1:04.84

宮崎いぶき   (神・多聞東・1)
 1:04.96

石田　実蕗   (東・二見・2)
 1:05.87

西河　輝峰   (阪・深津・1)
 1:05.90

岡部　仁胡   (阪・園田東・1)
 1:06.85

 200mバタフライ
村木　　心   (阪・中山五月・3)

 2:18.98   全国

中逵　綾乃   (阪・武庫川大・
3)

 2:21.37

四ツ谷智香   (神・駒ヶ林・2)
 2:21.98

三原梨紗子   (阪・御殿山・2)
 2:22.72

湯口　百恵   (神・垂水東・3)
 2:22.74

大園　珠菜   (阪・大庄北・3)
 2:22.80

宮崎いぶき   (神・多聞東・1)
 2:27.06

石田　実蕗   (東・二見・2)
 2:28.73

 200m個人メドレー
井上　真帆   (丹・丹南・3)

 2:23.64
根上　雪華   (中・安室・2)

 2:24.56
中澤　　葵   (神・渚・1)

 2:27.47
岩永なつみ   (神・北神戸・3)

 2:27.92
湯口　百恵   (神・垂水東・3)

 2:29.53
清水　楓日   (中・広畑・3)

 2:31.89
明石寿珠花   (阪・塩瀬・2)

 2:32.43
下村　真彩   (阪・平木・1)

 2:33.82

 400m個人メドレー
根上　雪華   (中・安室・2)

 5:06.87
岩永なつみ   (神・北神戸・3)

 5:10.26
清水　楓日   (中・広畑・3)

 5:20.73
森下　未央   (中・安室・3)

 5:34.32
児島　弥優   (中・朝日・2)

 5:34.67
三角　桃子   (阪・武庫東・3)

 5:40.70
大塚　菜智   (中・増位・3)

 5:43.52
神吉　蘭夢   (東・宝殿・2)

 5:49.14

 400m　リ　レ　ー

中・増位
津田　歩季・山﨑　彩花
宮前　幸奈・津田怜央菜
( 1:01.73)   4:09.56  全国

神・本山
松村　幸音・松田　理沙
三木　怜奈・髙須賀美紅
( 1:02.79)   4:09.90  全国

阪・武庫川大
足立　理音・酒井　優真
大橋　鈴羅・小川　桃香

( 1:02.53)   4:11.33

神・御影
山本すみれ・中村　睦実
池田明里紗・大川　華澄

( 1:01.80)   4:14.03

東・中部
菅野　百花・橋本　愛奈
岡　亜美香・金丸こなつ

( 1:03.66)   4:20.11

神・湊翔楠
三谷　奈生・阿部　　花

和田　野愛・薗畑妃依夏
( 1:05.44)   4:24.19

神・神戸長坂
藤原　京香・小原　有羽
庄司　　滉・森本　彩心

( 1:04.08)   4:25.75

東・大久保
今岡　綾音・鉛口　未来
尾﨑　加奈・矢木　　陽

( 1:06.94)   4:28.85

 400mメドレーリレー

阪・武庫川大
大竹　そら・足立　理音
中逵　綾乃・小川　桃香

( 1:12.45)   4:40.74

中・増位
山﨑　彩花・津田怜央菜
津田　歩季・大塚　菜智

( 1:10.04)   4:43.99

神・本山
三木　怜奈・田中真奈美
松田　理沙・髙須賀美紅

( 1:07.94)   4:45.62

神・御影
中村　睦実・山本すみれ
大川　華澄・池田明里紗

( 1:13.70)   4:48.07

東・魚住
筒井　絢夏・寺田　菜那
山下　菜月・小林　千紘

( 1:16.38)   4:51.42

中・姫路灘
眞部　　月・小田　彩花
前田　樹音・石川　茶美

( 1:14.08)   4:55.73

神・神戸長坂
藤原　京香・庄司　　滉
小原　有羽・森本　彩心

( 1:14.95)   4:59.03

中・朝日
石丸　菜々・宮本　紗希
児島　弥優・中西　　楓

( 1:18.40)   5:04.66

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 中・増　位 阪・武庫川大 神・本　山 神・御　影 阪・御殿山 中・安　室 中・広　畑 神　・　渚

得　　　点 60 49 42 24 23 20 17 16（入賞者数による）

近畿中学総体
参加資格者・チーム

平成29年度 第61回兵庫県中学校総合体育大会水泳競技大会 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター（公認50M　８レーン）


