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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 蓬莱　拓海   (高丘・2)
   26.69

谷塚　俊介   (魚住・3)
   26.82

白井　佑太   (大原・2)
   26.87

乾　　俊介   (三田学園・3)
   26.92

辻　　颯人   (二見・2)
   27.13

三宅　啓介   (魚住・1)
   27.19

芝　　玄守   (大原・1)
   27.35

熊木　　優   (渚・1)
   28.11

100 m 自 由 形 長島京志郎   (野々池・2)
   54.40   大会新

児嶋　利弘   (加古川・2)
   55.83

末光　勇翔   (玉津・3)
   56.91

末光　唯楓   (玉津・1)
   57.83

野口　壱紳   (山崎東・1)
   59.24

乾　　俊介   (三田学園・3)
   59.79

田中　洋助   (緑が丘・2)
   59.95

谷塚　俊介   (魚住・3)
 1:00.31

200 m 自 由 形 長島京志郎   (野々池・2)
 1:56.40

児嶋　利弘   (加古川・2)
 1:58.57

川野　礼夢   (神吉・1)
 2:04.73

芝　　玄守   (大原・1)
 2:08.39

日浦　悠人   (筒井台・2)
 2:09.15

田中　洋助   (緑が丘・2)
 2:09.28

奥谷　　仁   (北神戸・2)
 2:10.95

都染　拓真   (荒井・2)
 2:11.29

男 400 m 自 由 形 吉野　優平   (多聞東・3)
 4:16.87

川野　礼夢   (神吉・1)
 4:18.88

末光　唯楓   (玉津・1)
 4:22.90

日浦　悠人   (筒井台・2)
 4:29.44

鈴木洸之介   (烏帽子・1)
 4:52.15

藤井　優羽   (望海・2)
 4:52.90

今北　拓杜   (北神戸・2)
 4:52.92

森本　修吏   (龍野東・2)
 4:56.52

100 m 背 泳 ぎ 岡本　璃旺   (友が丘・2)
 1:05.99

白井　佑太   (大原・2)
 1:08.17

堤田　竜成   (神戸長坂・1)
 1:09.09

鶴賀　悠太   (揖保川・1)
 1:10.22

土谷　　颯   (雲雀丘・2)
 1:10.53

枦　　純真   (望海・2)
 1:10.73

舌間　悠人   (二見・1)
 1:11.88

進藤　凱音   (自由が丘・2)
 1:13.23

200 m 背 泳 ぎ 野口　壱紳   (山崎東・1)
 2:10.30

岡本　璃旺   (友が丘・2)
 2:19.08

上根　秀斗   (神戸長坂・1)
 2:23.31

堤田　竜成   (神戸長坂・1)
 2:24.09

渡邊　洸輝   (二見・1)
 2:31.03

船越　陵雅   (荒井・2)
 2:31.65

舌間　悠人   (二見・1)
 2:32.50

枦　　純真   (望海・2)
 2:33.51

100 m 平 泳 ぎ 小川　雄大   (有野・2)
 1:06.83

渡辺　隆世   (友が丘・1)
 1:08.95

川邊　愛貴   (友が丘・2)
 1:09.93

伊藤　　温   (加古川・2)
 1:11.97

菅野　広大   (押部谷・1)
 1:12.71

堀井　湧斗   (神戸長坂・2)
 1:12.93

大谷　勇斗   (唐櫃・1)
 1:13.96

泉　　昂志   (二見・1)
 1:14.21

200 m 平 泳 ぎ 重塚　　笙   (大久保・2)
 2:19.28   大会新

小川　雄大   (有野・2)
 2:22.93

上田　倭司   (神戸長坂・2)
 2:28.05

菅野　広大   (押部谷・1)
 2:30.93

川邊　愛貴   (友が丘・2)
 2:33.38

上根　秀斗   (神戸長坂・1)
 2:33.79

堀井　湧斗   (神戸長坂・2)
 2:35.13

大谷　勇斗   (唐櫃・1)
 2:38.84

100 m バ タ フ ラ イ 倉橋　宙史   (山崎東・2)
 1:00.11

縄井　健世   (自由が丘・2)
 1:01.97

奥谷　　仁   (北神戸・2)
 1:06.08

都染　拓真   (荒井・2)
 1:06.21

平川　泰士   (湊川・2)
 1:06.33

柴崎　太壱   (中部・2)
 1:06.36

大峠　汰一   (大久保北・2)
 1:06.55

横治　健吾   (加古川・1)
 1:07.20

200 m バ タ フ ラ イ 倉橋　宙史   (山崎東・2)
 2:11.34

上田　倭司   (神戸長坂・2)
 2:13.09

縄井　健世   (自由が丘・2)
 2:16.45

村上　柚希   (大久保・1)
 2:21.05

三宅　啓介   (魚住・1)
 2:29.45

福田　晶斗   (八景・1)
 2:34.90

林　　拓弥   (魚住・2)
 2:43.59

金子　太貴   (大久保北・2)
 2:50.19

200 m 個 人 メ ド レ ー 末光　勇翔   (玉津・3)
 2:12.96

中尾　光佑   (山崎東・2)
 2:14.19

吉野　優平   (多聞東・3)
 2:19.00

堀上　諒馬   (太田・2)
 2:20.90

神尾　拓斗   (太山寺・2)
 2:24.55

村上　柚希   (大久保・1)
 2:25.67

泉　　昂志   (二見・1)
 2:27.34

蓬莱　拓海   (高丘・2)
 2:27.50

子 400 m 個 人 メ ド レ ー 重塚　　笙   (大久保・2)
 4:33.19

中尾　光佑   (山崎東・2)
 4:43.05

堀上　諒馬   (太田・2)
 4:55.22

神尾　拓斗   (太山寺・2)
 5:00.25

南谷　泰志   (朝霧・2)
 5:10.44

米田　大輝   (有野・2)
 5:23.07

大峠　汰一   (大久保北・2)
 5:23.86

横治　健吾   (加古川・1)
 5:25.74

200 m リ レ ー

加古川
児嶋　利弘・伊藤　　温
横治　健吾・杉本　旺介

(   25.96)   1:51.00

大久保
村上　柚希・藤原　裕生
大森　達稀・重塚　　笙

(   27.81)   1:51.53

神戸長坂
上根　秀斗・堀井　湧斗
藤川　翔太・上田　倭司

(   28.81)   1:51.59

二見
大杉　　輝・渡邊　洸輝
泉　　昂志・辻　　颯人

(   29.11)   1:52.42

中部
岡田　晃宗・柴崎　太壱
山本　純大・田中　悠翔

(   28.64)   1:52.84

魚住
北川　幸卓・三宅　啓介
益田　　輝・谷塚　俊介

(   28.93)   1:53.05

大久保北
上北　裕翔・大峠　汰一
金子　太貴・笠野仙太朗

(   28.11)   1:54.27

野々池
長島京志郎・桒谷　逸斗
田中　理善・園山　紘生

(   25.44)   1:54.51

200 m メ ド レ ー リ レ ー

友が丘
岡本　璃旺・川邊　愛貴
渡辺　隆世・三浦　優太

(   31.20)   2:03.25

加古川
坂本　　響・伊藤　　温

横治　健吾・児嶋　利弘
(   34.19)   2:03.53

神戸長坂
堤田　竜成・堀井　湧斗
上根　秀斗・上田　倭司

(   33.18)   2:03.59

二見
舌間　悠人・泉　　昂志
渡邊　洸輝・辻　　颯人

(   34.09)   2:05.14

大久保
藤原　裕生・重塚　　笙
村上　柚希・大森　達稀

(   35.61)   2:05.32

中部
山上　　諒・柴崎　太壱
山本　純大・岡田　晃宗

(   35.55)   2:09.01

大久保北
上北　裕翔・大峠　汰一
金子　太貴・笠野仙太朗

(   33.78)   2:10.35

自由が丘
進藤　凱音・福井駿太郎
縄井　健世・谷口　夢成

(   35.85)   2:10.58

50 m 自 由 形 石田　実蕗   (二見・2)
   28.54

萩原　　凜   (玉津・1)
   28.56

藤原　京香   (神戸長坂・2)
   28.87

松下　茜音   (松陽・1)
   29.22

清水　恵那   (揖保川・2)
   30.15

小林　千紘   (魚住・2)
   30.86

矢橋　葉名   (揖保川・1)
   30.91

前橋　　空   (高取台・1)
   31.09

100 m 自 由 形 松下　茜音   (松陽・1)
 1:02.13

藤原　京香   (神戸長坂・2)
 1:02.25

矢木　　陽   (大久保・1)
 1:03.43

田中　　陽   (高丘・1)
 1:06.44

福武　由花   (魚住・2)
 1:06.79

野濵　奈佳   (大久保北・2)
 1:07.41

筒井　真見   (中部・2)
 1:07.63

二ノ方陽菜   (緑が丘・2)
 1:07.69

200 m 自 由 形 山本菜々美   (宝殿・2)
 2:16.68

吉村　未来   (有野・1)
 2:20.31

寺田　菜那   (魚住・2)
 2:20.80

駒川　　結   (加古川・2)
 2:25.33

矢橋　葉名   (揖保川・1)
 2:29.64

筒井　真見   (中部・2)
 2:30.25

野濵　奈佳   (大久保北・2)
 2:33.37

岸上　奈希   (大久保・1)
 2:35.69

女 400 m 自 由 形 山本菜々美   (宝殿・2)
 4:48.93

吉村　未来   (有野・1)
 4:54.26

寺田　菜那   (魚住・2)
 4:56.75

駒川　　結   (加古川・2)
 5:02.05

森澤　菜央   (太子東・1)
 5:03.69

二ノ方陽菜   (緑が丘・2)
 5:12.07

藤井　友香   (望海・1)
 5:48.09

100 m 背 泳 ぎ 萩原　　凜   (玉津・1)
 1:07.97

清水　恵那   (揖保川・2)
 1:09.66

山下　菜月   (魚住・2)
 1:10.51

平山　桃香   (新宮・1)
 1:12.63

西久保夕菜   (揖保川・2)
 1:18.29

福島　妃夏   (松陽・2)
 1:20.16

藤原　朱里   (中部・2)
 1:21.66

松川ほのか   (松陽・2)
 1:22.55

200 m 背 泳 ぎ 中澤　　葵   (渚・1)
 2:23.14

高橋　紅葉   (太田・1)
 2:26.51

山下　菜月   (魚住・2)
 2:30.99

平山　桃香   (新宮・1)
 2:37.14

田中　　陽   (高丘・1)
 2:38.65

福本　陽菜   (三木・1)
 2:41.33

栁田　瑠南   (中部・2)
 2:51.36

福島　妃夏   (松陽・2)
 2:54.08

100 m 平 泳 ぎ 庄司　　滉   (神戸長坂・1)
 1:15.00

立山　心菜   (緑が丘・1)
 1:15.47

菅原　萌那   (鹿島・2)
 1:16.68

都地　瞳美   (望海・2)
 1:21.67

大塚裕紀子   (望海・2)
 1:26.71

有末　優羽   (松陽・2)
 1:27.85

瀬崎　夏希   (大久保北・1)
 1:31.30

森　　由衣   (太山寺・1)
 1:34.19

200 m 平 泳 ぎ 菅原　萌那   (鹿島・2)
 2:41.78

立山　心菜   (緑が丘・1)
 2:43.67

有末　優羽   (松陽・2)
 3:11.09

100 m バ タ フ ラ イ 宮崎いぶき   (多聞東・1)
 1:05.45

石田　実蕗   (二見・2)
 1:05.51

森田　美友   (葺合・1)
 1:06.67

隈部　楓菜   (押部谷・2)
 1:07.70

桂　　涼羽   (玉津・1)
 1:08.21

福武　由唯   (魚住・2)
 1:13.03

小林　千紘   (魚住・2)
 1:13.05

小原　有羽   (神戸長坂・2)
 1:15.54

200 m バ タ フ ラ イ 森田　美友   (葺合・1)
 2:24.09

宮崎いぶき   (多聞東・1)
 2:27.65

桂　　涼羽   (玉津・1)
 2:28.44

隈部　楓菜   (押部谷・2)
 2:31.33

髙野　そら   (松陽・2)
 3:11.47

200 m 個 人 メ ド レ ー 中澤　　葵   (渚・1)
 2:25.09

高橋　紅葉   (太田・1)
 2:33.42

矢木　　陽   (大久保・1)
 2:35.86

庄司　　滉   (神戸長坂・1)
 2:39.06

福本　陽菜   (三木・1)
 2:40.03

都地　瞳美   (望海・2)
 2:41.53

山中のどか   (太山寺・1)
 2:42.68

平松　雪乃   (玉津・2)
 2:44.11

子 400 m 個 人 メ ド レ ー 小原　有羽   (神戸長坂・2)
 5:48.58

200 m リ レ ー

魚住
山下　菜月・小林　千紘
寺田　菜那・筒井　絢夏

(   29.92)   2:01.36

神戸長坂
藤原　京香・庄司　　滉
光岡　未涼・小原　有羽

(   29.41)   2:01.44

松陽
有末　優羽・宮本　優舞
松川ほのか・松下　茜音

(   32.23)   2:05.40

大久保
矢木　　陽・井上　千鶴
岸上　奈希・尾西　　彩

(   28.94)   2:07.54

玉津
萩原　　凜・幾島　真凜
桂　　涼羽・平松　雪乃

(   28.90)   2:08.62

望海
藤井　友香・西川　　咲

大塚裕紀子・都地　瞳美
(   33.93)   2:08.74

二見
石田　実蕗・兒脇　苑寿
長尾　千優・掛川　愛莉

(   28.70)   2:10.55

大久保北
瀬崎　夏希・野濵　奈佳
濱谷奈々花・爲　　梨華

(   32.14)   2:11.07

200 m メ ド レ ー リ レ ー

魚住
筒井　絢夏・寺田　菜那
小林　千紘・山下　菜月

(   35.58)   2:12.91

神戸長坂
坂井祐里奈・庄司　　滉
小原　有羽・藤原　京香

(   39.99)   2:17.21

松陽
福島　妃夏・有末　優羽
髙野　そら・宮本　優舞

(   37.02)   2:23.79

玉津
萩原　　凜・木阪　璃子
桂　　涼羽・平松　雪乃

(   32.07)   2:24.78

望海
西川　　咲・都地　瞳美

藤井　友香・大塚裕紀子
(   38.15)   2:25.30

大久保
尾西　　彩・井上　千鶴
矢木　　陽・岸上　奈希

(   38.86)   2:28.06

魚住Ｂ
福武　由唯・石﨑　美結
福武　由花・難波江茉奈

(   35.37)   2:28.94

大久保北
野濵　奈佳・瀬崎　夏希

生頼可奈子・濱谷奈々花
(   36.74)   2:29.72

第21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


